
 

Continue

https://trafffe.ru/wb?keyword=langrisser%20mobile%20wiki%20jp


Langrisser mobile wiki jp

侵略し、カイザー‧ディゴスによって殺された⽗親を復讐する⽅法を考案しました。今、レディンは、彼の祖先が守るために勇敢に戦ったラングリッサーを回復しなければならないので、光への忠誠⼼を試す彼の旅を始めます。神聖な剣の戦争がエル‧サリアを破壊してから何世紀も経ちました。今⽇、⼤陸には容赦ない暴⼒があり
ます。孤⽴した戦いは、お互いに向かって滑る前に、都市や国を荒廃させ、全国で噴⽕します。バルデア王国は単なる伝説であり、ラングリッサーはおとぎ話に過ぎません。エルウィンという名前の若い旅⾏者は、彼が彼の旅⾏で会ったアマチュアのミューズ、ハインと地球を旅します。ある⽇、旅⾏中に、彼らはサラートとして知
られている⼩さな村、ハインの故郷の宿で夜を過ごすことにしました。夜中、ハインはエルウィンの部屋に⾶び込み、後ろの夜⽉のように⻘⽩い。彼は、レイガード帝国の軍隊がサルラスの郊外で⾒られたと主張しています。彼らはそこに住んでいた若い⼥の⼦、リアナを探しています。帝国は、サルラートと無⼒な⼥の⼦のように
平和な村とどのようなビジネスを持つことができますか?彼が関わろうとしていた不安定な状況に注意を払わずに、エルウィンは彼⼥を救うためにためらうことなく⽥舎に⾏きました。ラングリッサーIIIラングリッサーで使⽤されるシリーズロゴ最初は、1990年代初頭に作成された⽇本コンピュータシステムのソフトウェア部⾨である
マサヤによって作成された5部構成の戦術的なRPGビデオゲームシリーズです。マサヤの下で働く開発チームはキャリアソフトです。ゲームは、エル‧サリアとイェレスの2つの既知の巨⼤⼤陸しかない世界で⾏われます。第4話と第5話を除いて、すべてのゲームはエル‧サリアでのみ⾏われますが、他の⼤陸への参照が⾏われること
があります。シリーズは幻想的なゲルマンの設定を維持しますが、歴史的⽂脈のためのディ神や剣崇拝などの宗教的概念に依存しています。メインラインゲーム シリーズは現在5本のメインラインタイトルで構成されています。英語ゲームのタイトル ゲームのオリジナルタイトルは、戦争の歌をリリース - セガメガドライブJP:4⽉26
⽇、 1991 セガメガドライブ US: 1991年4⽉25⽇ NEC PC エンジン JP: 8⽉ 6, 1993 PSX JP: 7⽉ 31 1997 セガ サターン JP: 2⽉ 26, 1998 Windows 98 JP: 10⽉ 2 1998 ドコモ JP: 9⽉ 30, 2005 ラングリッサー II.セガメガドライブ JP: 1994年8⽉26⽇ スーパーファミコン JP: 7⽉ 30, 1995 NEC PC-FX JP: 4⽉ 26, 1996 PSX JP: 7⽉ 31,
1997 セガ サターン JP: 2⽉ 26, 1998 Windows 98 JP: 1998 年 11 ⽉ 20, 1998 年 11 ⽉ 20 ⽇, 1998 年 ラングリス 3 世.セガサターン JP: 1996 年 10 ⽉ 18 ⽇ Windows 98 JP: 2005 PS2 JP: 10 ⽉ 27, 2005 ラングリッサー IV.セガ‧サターン JP: 1997年8⽉1⽇ PSX JP: 1999年1⽉28⽇ ラングリッサーV: 伝説の終わり.: 1998年6⽉18⽇
PSX JP: ジャヌライ1991スピンオフ英語名オリジナルゲームタイトルリリースラングリッサーモバイルアンドロイドとIOS WW :ジャヌラリー22 2019ラングリッサートレーディングカードゲームプロデュース:1998-2000その他シリーズミレニアムシリーズ英語ゲームタイトルオリジナルゲームゲームRelease Langrisser Millennium
Dreamcast: 1999 Microsoft Windows: 1999 Langrisser Millennium WS: The Last Century WonderSwan: 2000 Other Games English game Title Original Game Title Release Langrisser Tri-Swords Microsoft Windows: 2012 Langrisser Schwarz Microsoft Windows: TBA Langrisser Re:Incarnation Tensei ラングリッサー リインカーネーショ
ン －転⽣－ Nintendo 3DS JP : July 23 2015 Nintendo 3DS NA/EU : April 19 2016 Latest Posts Includes 152 items: Ys VIII: Lacrimosa of DANA, Disgaea 5 Complete, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, Langrisser I &amp; II, Disgaea 4 Complete+, The Caligula Effect: Overdose, Cladun Returns: This Is Sengoku!, Cladun X2,
Criminal Girls: Invite Only, Disgaea 2 PC, Disgaea PC, Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk, Operation Abyss: New Tokyo Legacy, Operation Babel: New Tokyo Legacy, Phantom Brave PC、剣都市の⾒知らぬ⼈、アライアンスアライブHDリマスターデジタルリミテッドエディション(コンプロンド‧ラ‧バンデ‧オリジナル‧エ‧ル‧
リヴル‧ダール)、最⻑5分、犯罪者の⼥の⼦:招待のみ - デジタルアートブック、犯罪者の⼥の⼦:招待のみ - デジタルサウンドトラック、ディスガイア2 PC - デジタルアートブック、ディスガイア4完全+ デジタルアートブック、 リフレインの迷路:⼣暮れの聖約 - デジタルアートブック、リフレインの迷路:⼣暮れの聖約 - ミールのベス
トベル、リフレインの迷路:⼣暮れの聖編 - ミールの最⾼のイヤリング、リフレインの迷路:コーヴェン ⼣暮れの - ミールのベストシールド、リフレインの迷路:⼣暮れの聖約地 - ミールのマナニア条約、リフレインの迷路:⼣暮れのコーヴェン - ミールの戦略ガイド条約、ラングリッサーI&amp;II - レガシーBGMパック, Langrisser I
&amp; II - オリジナル2ディスクサウンドトラック、ラングリッサーI&amp;II - 戦争3ディスクサウンドトラックの歌、ラングリッサーI&amp;II - ビジュアルブック、アビーズ作戦:新東京レガシー - デジタルアートブック、アビーズ作戦:新東京レガシー - デジタルサウンドトラック、バベル作戦:新東京レガシー - デジタルアートブック、
バベル作戦: 新しい東京レガシー - デジタルアートブック、バベル作戦 : 新しい東京レガシー - デジタルアートブック、 カリギュラ効果:過剰摂取 - アヤナの⽔着⾐装、カリギュラ効果:過剰摂取 - カジュアルな服の⾐装セット、カリギュラ効果:過剰摂取 - デジタルアートブック、カリギュラ効果:過剰摂取 - デジタルサウンドトラック、
カリギュラ効果:過剰摂取 - デジタルサウンドトラック、カリギュラ効果:過剰摂取 - エイジ'' s ⽔着⾐装, カリギュラ効果: 過剰摂取 - ⼥性主⼈公の⽔着コスチューム, カリギュラ効果: 過剰摂取 - コスチューム‧メイロット‧ド‧ベイン‧イズル, l'effet Caligula: 過剰摂取 - コスチューム‧メイロット‧デ‧ベイン‧ケンスケ, レフェット‧
カリギュラ: オーバードー - コスチューム‧デ‧ベイン‧コタロ、 L'effet カリギュラ: 過剰摂取 - コスチューム‧メイロット‧デ‧ベイン‧コトノ , カリギュラ効果: 過剰摂取 - コスチューム‧メイロット‧デ‧ベイン主⼈公男性, カリギュラ効果:過剰摂取 - ミフエの⽔着⾐装、カリギュラ効果:過剰摂取 - ナルコの⽔着⾐装、カリギュラ
効果:過剰摂取 - ショゴの⽔着⾐装、カリギュラ効果:過剰摂取 - スズナの⽔着⾐装、英雄の伝説:コールドスチールIII - ⾼度な医学の軌跡1、英雄の伝説:コールドスチールIIIの軌跡 - -メディシンセット2、英雄の伝説:コールドスチールIIIの軌跡 - ⾼度な医学セット3、英雄の伝説:コールドスチールIIIのトレイル-アルティナのカジュアルな
服、英雄の伝説:コールドスチールIII - アルティナの伝説:コールドスチールIII - エンジェルセット、英雄の伝説:コールドスチールIII - ARCUSカバーセットA、英雄の伝説:コールドスチールIIIの軌跡 - ARCUSカバーセットB、英雄の伝説:コールドスチールIIIのトレイル、英雄の伝説:コールドスチールIIIの軌跡 - ARCUSカバーセットD、英
雄の伝説:コールドスチールIII - アシェンナイトセット、英雄の伝説:コールドスチールIII - アッシュのカジュアルな服、英雄の伝説:コールドスチールIIIの伝説 - バニーセット、英雄の伝説:コールドスチールIII - クールヘアエクステンションセット、英雄の伝説:コールドスチールIIIの軌跡-かわいい髪の延⻑セット、英雄の伝説:コールドス
チールIIIの軌跡- 悪魔セット、英雄の伝説:コールドスチールIIIの伝説:コールドスチールIII - ドラゴンエンセンスセット1、英雄の伝説:コールドスチールIIIの軌跡 - ドラゴンエンセンスセット2、英雄の伝説:コールドスチールIIIの軌跡- コールドスチールIIIの伝説:コールドスチールの伝説III -ドロップレットセット2、英雄の伝説:コールド
スチールIII - ドロップレットセット3、英雄の伝説:コールドスチールIIIのトレイルIII - ドロップレットセット3、英雄の伝説:コールドスチールIII - ドロップレットセット4,英雄の伝説: コールドスチールIIIの軌跡 - ドロップレットセット 5, 英雄の伝説 III- ハードコアセット, 英雄の伝説: コールドスチールIIIの軌跡: 英雄の伝説: コールドス
チールIIIの軌跡, 英雄の伝説: コールドスチールIII - ジュナの伝説: コールドスチールIII - ジュナのカジュアルな服の伝説、英雄の伝説:コールドスチールIIIの軌跡 - マスコットヘッドギアセット、英雄の伝説:コールドスチールIII - マスクセット、英雄の伝説:コールドスチールIIIの軌跡 - モンスター成分セット1、英雄の伝説:コールドス
チールIIIのトレイル - モンスター成分セット2、英雄の伝説:コールドスチールIIIの軌跡III - モンスター成分セット3 - モンスター成分セット3 - モンスター成分セット3,英雄の伝説: コールドスチールIIIの軌跡 - マッセの伝説: 英雄の伝説 III - マッセのカジュアルな服, 英雄の伝説: コールドスチールIII - アライグマの伝説: コールドスチール
IIIのトレイル III - レインボーヘアセット, 英雄の伝説: コールドスチールIII - レアアイウェア, 英雄の伝説: コールドスチールIII - レアアイウェア, 英雄の伝説: コールドスチールIII - レアアイウェアの伝説,英雄の伝説: コールドスチールIIIの軌跡 - リーンの旅の⾐装 (コールドスチールII),英雄の伝説:コールドスチールIIIの軌跡 - ライドアロン
グブラックラビット、英雄の伝説:コールドスチールIIIの軌跡 - ライドアロングダナ、英雄の伝説:ライドアロングエリーの伝説:コールドスチールの軌跡: コールドスチールIIIの軌跡 - ライドアロングスクールレンヌ、英雄の伝説:コールドスチールIIIの軌跡 - 肯定英雄の伝説:コールドスチールIIIの軌跡 - セピスセット1、英雄の伝説:コール
ドスチールIIIの軌跡 - 英雄の伝説:コールドスチールのトレイルIII - シャイニングポムドロップレットセット1、英雄の伝説:コールドスチールIIIの軌跡III - シャイニングポムドロップレットセット2、英雄の伝説:コールドスチールIIIの軌跡,英雄の伝説: コールドスチールIIIの軌跡 - シャイニング‧ポム‧ドロップレットセット4,英雄の伝説:
コールドスチールの軌跡第5章,英雄の伝説:コールドスチールIIIの軌跡 - シャイニング‧ポム‧ドロップレット値セット1,英雄の伝説:コールドスチールIIIの軌跡 - シャイニング‧ポムドロップレット値セット2、英雄伝説:コールドスチールIIIの軌跡 - シャイニングポムドロップレット値セット3、英雄の伝説:コールドスチールIIIの軌跡 -
英雄の伝説:コールドスチールのトレイルセット5、英雄の伝説:コールドスチールIII - ユキヒョウセット、英雄の伝説:コールドスチールIII - スピリット⾹セット1、英雄の伝説:コールドスチールIIIの軌跡 - スピリット⾹セット2、英雄の伝説:コールドスチールの伝説セット3、英雄の伝説:コールドスチールIII - スタンダードグラスセッ
ト、英雄の伝説:コールドスチールIIIのトレイル - スタイリッシュなサングラスセット、英雄の伝説:コールドスチールIII - トールメインキャンパスユニフォーム、英雄の伝説:コールドスチールIIIの軌跡 - U-マテリアルセット1、英雄の伝説:U-マテリアルセットIII、英雄の伝説:コールドスチールIIIの軌跡 - U-マテリアルセット3、英雄の伝
説:コールドスチールIIIの軌跡 - 有⽤なアクセサリーセット、英雄の伝説:コールドスチールIII - ゼラムカプセルセット1、英雄の伝説:コールドスチールIIIの軌跡 - ゼラムカプセルセット2、英雄の伝説:ザ‧ゼラムパウダーセット1、英雄の伝説:コールドスチールIIIの軌跡 - ゼラムパウダーセット2、英雄の伝説:コールドスチールIII - ゼラム
パウダーセット3、最⻑5分 - デジタルアートブックレット、最⻑5分 - デジタルサウンドトラック, Ys VIII: DANA のラクリモサ - アドバンスト アクセサリー セット, Ys VIII: ダナのラクリモサ - ボトル⼊りポーション セット, Ys VIII: ラクリモサ デ ダナ - キャスタウェイ スタート ダッシュ セット, Ys VIII: DANAのラクリモサ - 経済成分
セット, Ys VIII: DANAのラクリモサ - エリクサーセット1, Ys VIII: ダナのラクリモサ - エリクサーセット2, Ys VIII: DANAのラクリモサ - エリクサーセット3, Ys VIII: DANAのラクリモサ - Elixysセット 4, Ys VIII: ラクリモサ‧デ‧ダナ - エリクサー‧セット 5, Ys VIII: ダナのラクリモサ - フィッシュベイトセット 1, Ys VIII: ラクリモサ‧
デ‧ダナ - フィッシュ‧ベイト‧セット 2, Ys VIII: DANAのラクリモサ - フィッシュ‧ベイト‧セット 3, Ys VIII: ダナのラクリモサ - ラクシアの « エテルニアン‧スカラー » ⾐装, Ys VIII: DANAのラクリモサ - プレミアム素材セット, Ys VIII: ラクリモス: DANAのラクリモサ - ステータス回復セット, Ys VIII: ダナのラクリモサ - テンペス
トセット 1, Ys VIII: DANA のラクリモサ - テンペストDANAのラクリモサ - テンペストセット5、Ys VIII:DANAのラクリモサ - テンペストセット3、Ys VIII:DANAのラクリモサ - アカウントページ2に便利なアクセサリーセット追加最新のベストセラーと割引RPG製品を参照: ハンガー 13 出版社: 2K すべてのレビュー: ⾮常にポジティブ
(17,311) NBA 2K21 開発者: ビジュアルコンセプト出版社: 2K すべてのレビュー: 主にネガティブ (9,268) トム‧クランシーのレインボーシックス®包囲開発者: モントリオール出版社: ユービーアイソフトすべてのレビュー: ⾮常にポジティブ (682,576) ライブニュー!- ジャンルやテーマ別に冬のスペシャルをブラウズ あなたのライブ
ウィッシュリスト上のすべてのゲームを⾒る 私たちは今あなたのためにカスタムの推奨事項から外れている私たちは、あなたがより多くのゲームをプレイした後、いくつかの異なるタイトルをお勧めすることができます。まだもっと探していますか?ランダムなゲームを発⾒。私たちはここにあなたを⽰すために任意の推奨事項を
持っていません。これはエラーである可能性があります。あなたはリフレッシュをノックしたり、ゲームをプレイしたら戻って来ることができます。たぶん、あなたはランダムなゲームをチェックアウトしたいですか?ページ 4 おすすめディールマフィア: 決定的な版開発者: ハンガー 13 出版社: 2K すべてのレビュー: ⾮常にポジティ
ブ (17,311) NBA 2K21 開発者: ビジュアルコンセプト出版社: 2K すべてのレビュー: ネガティブ‧マストリー (9,268) トム‧クランシーのレインボーシックス®包囲開発者: ユービーアイソフトモントリオール出版社: ユービーアイソフトオールレビュー: ⾮常にポジティブ (682 576)- ジャンルやテーマ別に冬のスペシャルをブラウズ あ
なたのライブウィッシュリスト上のすべてのゲームを⾒る 私たちは今あなたのためにカスタムの推奨事項から外れている私たちは、あなたがより多くのゲームをプレイした後、いくつかの異なるタイトルをお勧めすることができます。まだもっと探していますか?ランダムなゲームを発⾒。私たちはここにあなたを⽰すために任意の
推奨事項を持っていません。これはエラーである可能性があります。あなたはリフレッシュをノックしたり、ゲームをプレイしたら戻って来ることができます。たぶん、あなたはランダムなゲームをチェックアウトしたいですか?ページ 5 Steam での購⼊のほとんどすべてについて、何らかの理由で払い戻しを請求することができま
す。お使いの PC がハードウェア要件を満たしていない可能性があります。たぶん、あなたは間違ってゲームを買った。たぶん、あなたは1時間タイトルをプレイし、ちょうどそれを好きではなかった。私は気にしません。バルブは、help.steampowered.comを介して要求に応じて、要求が必要な返却時間内に⾏われた場合、および
ゲームの場合は、タイトルが2時間以内に再⽣された場合、何らかの理由で払い戻しを発⾏します。詳細は以下の通りですが、記載した払い戻しルールの外にあっても、とにかく払い戻しを求めて⾒てみましょう。承認から1週間以内に購⼊した場合、全額返⾦されます。Steam ウォレットの資⾦または購⼊に使⽤した⽀払い⽅法と同
じ⽅法で払い戻しを受けます。何らかの理由でSteamが最初の⽀払い⽅法で払い戻しを⾏うことができない場合、Steam ウォレットには全額が⼊⾦されます。(お住まいの国の Steam 経由で利⽤可能な⼀部の⽀払い⽅法では、購⼊の払い戻しがサポートされない場合があります。初期⽀払⽅法。完全なリストについては、ここをク
リックしてください。Steamの払い戻しは、購⼊から2週間以内、ゲーム時間の2時間以内に、Steamストアのゲームおよびソフトウェアアプリケーションに適⽤されます。ここでは、払い戻しが他のタイプの購⼊でどのように機能するかを⾒てみましょう。Steam ストアで購⼊したダウンロード可能なコンテンツ(別のゲームやソフト
ウェアアプリケーションで使⽤できるスチームストアコンテンツ、「DLC」)の払い戻しは、購⼊後14⽇以内に払い戻しが可能であり、DLCの購⼊から2時間以内に、DLCが消費、変更、または転送されていない限り、その下にあるタイトルが再⽣された場合。場合によっては、サードパーティのDLCに対してSteamが払い戻しを⾏え
ない場合があります(例えば、DLCがゲームキャラクターを不可逆的にレベル付けする場合)。これらの例外は、購⼊前にストアページで返⾦不可として明確にマークされます。Steam ゲーム内購⼊の払い戻しは、ゲーム内のアイテムが消費、変更、または転送されていない限り、購⼊から 48 時間以内に Valve が開発したすべてのゲー
ムでのゲーム内購⼊の払い戻しを提供します。サードパーティの開発者は、これらの条件の下でゲーム内アイテムの払い戻しを有効にすることができます。Steam は、ゲーム開発者が購⼊するゲーム内のアイテムの払い戻しを選択した場合、購⼊時にユーザーに伝えます。そうしないと、⾮バルブゲームでのゲーム内購⼊はSteam経
由で返⾦することはできません。事前購⼊した証券の払い戻し Steam で株式を事前に購⼊した場合(および、事前にタイトルを⽀払った場合)、その証券のリリース前にいつでも払い戻しをリクエストできます。14⽇/2時間の標準払い戻し期間もゲームのリリース⽇から適⽤されます。Steam ウォレットの払い戻しは、Steam で購⼊し
た場合や、これらの資⾦を使⽤しなかった場合、購⼊後 14 ⽇以内に Steam ウォレットの払い戻しを請求することができます。再⽣可能なサブスクリプション 特定のコンテンツおよびサービスに関しては、Steam は定期的に⽀払う定期的なアクセス(例えば毎⽉、年間)を提供します。現在の請求サイクルでリボルビング サブスクリプ
ションが使⽤されていない場合は、最初の購⼊から 48 時間以内、または⾃動更新から 48 時間以内に払い戻しをリクエストできます。コンテンツは、サブスクリプション ゲームが現在の請求サイクル中にプレイされた場合、またはサブスクリプションに含まれる特典や割引が使⽤、消費、変更、または転送された場合に使⽤されると
みなされます。アカウントの詳細を使⽤して、アクティブなサブスクリプションをいつでもキャンセルできます。いったんキャンセルされると、サブスクリプションは解除されます。更新されますが、現在の請求サイクルが終了するまで、サブスクリプションのコンテンツと特典へのアクセスは保持されます。Steam マテリアル 機器
の払い戻しポリシーで特定された適⽤可能な時間制限では、Steam 経由で購⼊した Steam 機器およびアクセサリに対して、何らかの理由で払い戻しを請求することができます。あなたは14⽇以内に私たちに機器を出荷する必要があります返⾦、当社の指⽰に従ってください。Steam 機器およびアクセサリの返却およびキャンセルの
プロセスに関する詳細なガイドラインについては、機器の払い戻しポリシーを参照してください。パッケージの払い戻し パッケージ内の商品が⼀切転送されていない限り、およびパッケージ内のすべてのアイテムの合計使⽤時間が 2 時間未満である場合は、Steam ストアから購⼊したパッケージに対して全額払い戻しを受けることが
できます。パッケージに返⾦不可の商品がゲームまたはDLCに含まれている場合、Steam は、バンドル全体が出発時に払い戻し可能かどうかを知らせます。Steam バルブ以外で購⼊した場合、Steam 以外で購⼊した場合(CD キーやサード パーティから購⼊した Steam ウォレット カードなど)の払い戻しはできません。VAC禁⽌
acc(アンチ不正⾏為バルブシステム)がゲームであなたを禁⽌している場合は、このゲームを払い戻す権利を失います。ビデオコンテンツ 私たちは、ビデオが他の払い戻し可能なコンテンツ(⾮ビデオ)とパッケージ化されていない限り、Steam 上のビデオコンテンツ(例えば映画、短編映画、シリーズ、エピソード、チュートリアル)の
払い戻しを提供することはできません。未選択のギフトの払い戻しは、標準の14⽇間/2時間の返済期間内に返⾦することができます。寄付⾦の受取⼈が払い戻しを開始した場合、交換された寄付は同じ条件で払い戻すことができます。ギフトの購⼊に使⽤した資⾦は、元の購⼊者に返されます。EUからの撤退権 EU離脱権が蒸気顧客
にどのように機能するかの説明を得るためには、ここをクリックしてください。乱⽤の払い戻しは、無料のゲームを取得する⽅法としてではなく、Steamで有価証券を購⼊するリスクを排除するように設計されています。あなたが払い戻しを乱⽤していると思われる場合は、私たちはあなたにそれらを提供するのをやめるかもしれま
せん。販売直前に購⼊したセキュリティの払い戻しを要求し、その後すぐにそのセキュリティを販売価格で再購⼊することは不公平とは考えないでください。払い戻しを依頼したり、help.steampowered.comスチーム購⼊に関するその他のヘルプを⼊⼿することができます。最終更新⽇ 10 11⽉, 2020 ページ 6 あなたは、任意の理由
で、Steam 上のほぼすべての購⼊の払い戻しを請求することができます。お使いの PC がハードウェア要件を満たしていない可能性があります。たぶん、あなたは間違ってゲームを買った。たぶん、あなたは1時間タイトルをプレイし、ちょうどそれを好きではなかった。私は気にしません。バルブは、help.steampowered.comを介し
て要求に応じて、要求が必要な返却時間内に⾏われた場合、およびゲームの場合は、タイトルが2時間以内に再⽣された場合、何らかの理由で払い戻しを発⾏します。詳細は以下の通りですが、ルールの外にあっても説明したように、あなたはとにかく払い戻しを求め、⾒てみましょう。承認後1週間以内に購⼊した場合、全額返⾦さ
れます。Steam ウォレットの資⾦または購⼊に使⽤した⽀払い⽅法と同じ⽅法で払い戻しを受けます。何らかの理由でSteamが最初の⽀払い⽅法で払い戻しを⾏うことができない場合、Steam ウォレットには全額が⼊⾦されます。(お住まいの国の Steam 経由で利⽤可能な⼀部の⽀払い⽅法はご利⽤いただけません。初期⽀払⽅法に
戻ります。完全なリストについては、ここをクリックしてください。Steamの払い戻しは、購⼊から2週間以内、ゲーム時間の2時間以内に、Steamストアのゲームおよびソフトウェアアプリケーションに適⽤されます。ここでは、払い戻しが他のタイプの購⼊でどのように機能するかを⾒てみましょう。Steam ストアで購⼊したダウ
ンロード可能なコンテンツ(別のゲームやソフトウェアアプリケーションで使⽤できるスチームストアコンテンツ、「DLC」)の払い戻しは、購⼊後14⽇以内に払い戻しが可能であり、DLCの購⼊から2時間以内に、DLCが消費、変更、または転送されていない限り、その下にあるタイトルが再⽣された場合。場合によっては、サード
パーティのDLCに対してSteamが払い戻しを⾏えない場合があります(例えば、DLCがゲームキャラクターを不可逆的にレベル付けする場合)。これらの例外は、購⼊前にストアページで返⾦不可として明確にマークされます。Steam ゲーム内購⼊の払い戻しは、ゲーム内のアイテムが消費、変更、または転送されていない限り、購⼊か
ら 48 時間以内に Valve が開発したすべてのゲームでのゲーム内購⼊の払い戻しを提供します。サードパーティの開発者は、これらの条件の下でゲーム内アイテムの払い戻しを有効にすることができます。Steam は、ゲーム開発者が購⼊するゲーム内のアイテムの払い戻しを選択した場合、購⼊時にユーザーに伝えます。そうしない
と、⾮バルブゲームでのゲーム内購⼊はSteam経由で返⾦することはできません。事前購⼊した証券の払い戻し Steam で株式を事前に購⼊した場合(および、事前にタイトルを⽀払った場合)、その証券のリリース前にいつでも払い戻しをリクエストできます。14⽇/2時間の標準払い戻し期間もゲームのリリース⽇から適⽤されます。
Steam ウォレットの払い戻しは、Steam で購⼊した場合や、これらの資⾦を使⽤しなかった場合、購⼊後 14 ⽇以内に Steam ウォレットの払い戻しを請求することができます。再⽣可能なサブスクリプション 特定のコンテンツおよびサービスに関しては、Steam は定期的に⽀払う定期的なアクセス(例えば毎⽉、年間)を提供します。
現在の請求サイクルでリボルビング サブスクリプションが使⽤されていない場合は、最初の購⼊から 48 時間以内、または⾃動更新から 48 時間以内に払い戻しをリクエストできます。コンテンツは、サブスクリプション ゲームが現在の請求サイクル中にプレイされた場合、またはサブスクリプションに含まれる特典や割引が使⽤、
消費、変更、または転送された場合に使⽤されるとみなされます。アカウントの詳細を使⽤して、アクティブなサブスクリプションをいつでもキャンセルできます。いったんキャンセルされると、サブスクリプションは解除されます。更新されますが、現在の請求サイクルが終了するまで、サブスクリプションのコンテンツと特典へ
のアクセスは保持されます。Steam マテリアル 機器の払い戻しポリシーで特定された適⽤可能な時間制限では、Steam 経由で購⼊した Steam 機器およびアクセサリに対して、何らかの理由で払い戻しを請求することができます。あなたは14⽇以内に私たちに機器を出荷する必要があります当社が提供する指⽰に従って、払い戻しの
要求。Steam 機器およびアクセサリの返却およびキャンセルのプロセスに関する詳細なガイドラインについては、機器の払い戻しポリシーを参照してください。パッケージの払い戻し パッケージ内の商品が⼀切転送されていない限り、およびパッケージ内のすべてのアイテムの合計使⽤時間が 2 時間未満である場合は、Steam ストア
から購⼊したパッケージに対して全額払い戻しを受けることができます。パッケージに返⾦不可の商品がゲームまたはDLCに含まれている場合、Steam は、バンドル全体が出発時に払い戻し可能かどうかを知らせます。Steam バルブ以外で購⼊した場合、Steam 以外で購⼊した場合(CD キーやサード パーティから購⼊した Steam
ウォレット カードなど)の払い戻しはできません。VAC禁⽌ acc(アンチ不正⾏為バルブシステム)がゲームであなたを禁⽌している場合は、このゲームを払い戻す権利を失います。ビデオコンテンツ 私たちは、ビデオが他の払い戻し可能なコンテンツ(⾮ビデオ)とパッケージ化されていない限り、Steam 上のビデオコンテンツ(例えば映



画、短編映画、シリーズ、エピソード、チュートリアル)の払い戻しを提供することはできません。未選択のギフトの払い戻しは、標準の14⽇間/2時間の返済期間内に返⾦することができます。寄付⾦の受取⼈が払い戻しを開始した場合、交換された寄付は同じ条件で払い戻すことができます。ギフトの購⼊に使⽤した資⾦は、元の購
⼊者に返されます。EUからの撤退権 EU離脱権が蒸気顧客にどのように機能するかの説明を得るためには、ここをクリックしてください。乱⽤の払い戻しは、無料のゲームを取得する⽅法としてではなく、Steamで有価証券を購⼊するリスクを排除するように設計されています。あなたが払い戻しを乱⽤していると思われる場合は、
私たちはあなたにそれらを提供するのをやめるかもしれません。販売直前に購⼊したセキュリティの払い戻しを要求し、その後すぐにそのセキュリティを販売価格で再購⼊することは不公平とは考えないでください。払い戻しを依頼したり、help.steampowered.comスチーム購⼊に関するその他のヘルプを⼊⼿することができます。
最終更新⽇ 11⽉10⽇ 2020ページ7 IN VEDETTEマフィアディール: ディレクションエディション開発者: ハンガー 13 出版社: 2K すべてのレビュー: ⾮常に肯定的な (17,311) NBA 2K21 開発者: ビジュアルパブリッシャーコンセプト: 2K すべてのレビュー: 主に否定的 (9,268) トム‧クランシーのレインボーシックス®包囲開発者: ユー
ビーアイフトモントリオール出版社: ユービーアイソフトすべてのレビュー: ⾮常に肯定的な (57,576)- ジャンルやテーマ別に冬のスペシャルをブラウズ あなたのライブウィッシュリスト上のすべてのゲームを⾒る 私たちは今あなたのためにカスタムの推奨事項から外れている私たちは、あなたがより多くのゲームをプレイした後、い
くつかの異なるタイトルをお勧めすることができます。まだもっと探していますか?ランダムゲーム。私たちはここにあなたを⽰すために任意の推奨事項を持っていません。これはエラーである可能性があります。あなたはリフレッシュをノックしたり、ゲームをプレイしたら戻って来ることができます。たぶん、あなたはランダムな
ゲームをチェックアウトしたいですか?第8ページ Valve は、その訪問者およびオンライン顧客の製品およびサービスのプライバシーを尊重し、適⽤されるプライバシー法を尊重します。消費者保護法(CCPA)、欧州連合(EU)の⼀般データ保護規則(GDPR)、スイスおよび欧州のプライバシー幹部。1. 以下の個⼈データについて話す場所
はどこでも、個⼈を特定する情報(「個⼈識別情報」)、または個⼈識別情報にリンクすることによって間接的に関連付ける可能性のある情報を聞きます。Valveは、匿名データを収集したかどうかにかかわらず処理し、顧客の習慣、使⽤パターン、⼈⼝統計に関連する統計をグループとして、または個⼈として分析し、⽣成します。こ
の匿名データでは、関連する顧客の識別は許可されません。Valve は、匿名データを、集計済みかどうかに関係ありません。このプライバシーポリシーの他の資本化された⽤語は、蒸気加⼊者契約(「SSA」)で定義された意味を持つことになります。2. Valve がデータバルブが個⼈データを収集して処理する理由は次のとおりです。(b)
当社の前に法的義務を遵守する必要がある場合(例えば、税法に基づく特定の情報を保持する義務)。(c) Valve または第三者の正当かつ法的利益 (他の顧客の利益など) のために必要な場合(これらの利益が、お客様の⽀配的な正当な利益と権利によって置き換えられる場合を除く)(d) お客様の同意を得た場合。個⼈データを収集および処
理する理由は、当社が収集する個⼈データとその使⽤⽅法(以下の第3条)、保存期間(下記第4条)、アクセス権を有する者(以下の第5条)、ユーザーとして利⽤できる権利およびその他の管理メカニズムを決定し、制限します(以下の第6条)。3. データタイプとソース アカウントを作成する際に 3.1 基本アカウントデータを収集し、Valve
は、お客様のメールアドレスと居住国を収集します。ユーザー名とパスワードも選択する必要があります。この情報を提供することは、Steam ユーザーアカウントを登録するために必要です。アカウントを設定すると、アカウントに⾃動的に番号(Steam ID)が割り当てられ、ユーザーアカウントを参照するために使⽤され、個⼈識別
情報を直接公開することがなくなります。Steam ユーザーアカウントの設定に本名を⼊⼒または使⽤する必要はありません。3.2 データのオン⽀払い Steam で取引を⾏う(コンテンツやサービスのサブスクリプションを購⼊する、または Steam ポートフォリオに資⾦を提供する)ために、取引を有効にするために Valve に⽀払いデータ
を提供する必要がある場合があります。クレジットカードで⽀払う場合は、Valve が処理して⽀払サービスプロバイダーに渡す⼀般的なクレジットカード情報(名前、住所、クレジットカード番号、有効期限、セキュリティコード)を Valve に提供する必要があります。取引を有効にし、不正防⽌チェックを実⾏します。同様に、Valve
は同じ理由で⽀払サービス プロバイダーからデータを受け取ります。3.3 お客様が明⽰的に提出するその他のデータ 当社は、お客様が明⽰的に当社に提供したり、Steam 上の他のユーザーとのコミュニケーションの⼀環として送信したりするたびに、収集および処理します。このデータには、当社のコンテンツおよびサービスのいず
れかに投稿、コメント、フォローする情報が含まれます。チャットによって送信される情報。お客様が当社に情報またはサポートを要請する際、または関連する⽀払業者または物理的な商品の場合は、配送業者との注⽂処理に必要な情報を含む、当社からのコンテンツおよびサービスを購⼊する際に提供される情報。コンペティショ
ン、コンテスト、トーナメントに参加する際に提供する情報、または連絡先情報などのアンケートに回答する際の情報。3.4 Steam の顧客およびウェブサイトの使⽤ 当社は、Steam のウェブサイト、コンテンツ、サービスとの⼀般的なやり取りを通じてさまざまな情報を収集します。当社が収集する個⼈データには、ブラウザおよび
デバイス情報、⾃動電⼦対話によって収集されたデータ、およびアプリケーション使⽤状況データが含まれますが、これらに限定されません。同様に、当社は、お客様がボットではないことを確認し、当社のサービスを最適化するために、当社のウェブサイトやアプリを通じてお客様のプロセスに従います。3.5 お客様のゲームおよび
その他のサブスクリプションの使⽤ サービスを提供するために、当社はコンテンツおよびサービスにおけるお客様の活動に関する各種情報を収集、保存、使⽤する必要があります。「コンテンツ関連情報」には、Steam ID と、⼀般的に「ゲーム統計」と呼ばれるものが含まれます。ゲームの統計情報とは、ゲームの設定、ゲームの進
⾏状況、ゲームの時間、使⽤しているデバイスに関する情報 (使⽤しているオペレーティング システム、デバイス設定、⼀意のデバイス識別⼦、クラッシュ データなど) に関する情報を意味します。3.6 追跡データとクッキー 当社は、お客様のコンピュータに配置されたテキストファイルである「クッキー」と同様の技術(ウェブタ
グ、ピクセル、広告タグ、デバイス識別⼦など)を使⽤して、ユーザーが当社のサービスをどのように利⽤しているかを分析し、提供するサービスを改善し、マーケティング機能を向上させます。、分析またはウェブサイト。クッキーはインターネット上で標準です。ほとんどのウェブブラウザは⾃動的にクッキーを受け⼊れますが、
受け⼊れるかどうかの決定はあなたのものです。ブラウザの設定を調整して、Cookie の受信を防⽌したり、Cookie が送信されるたびに通知を送信したりできます。ブラウザで適切な設定を選択することで、Cookieの使⽤をオプトアウトできます。各ブラウザのクッキーの使⽤の管理については、次のヘルプページで詳しく説明 コン
テンツの推奨事項 当社は、Steam ストアのページに表⽰されるコンテンツ、製品、サービス、Steam カスタマーローンチで表⽰される更新メッセージに、お客様のニーズに合わせて調整し、関連する推奨事項や特典を提供できるように、セクション 3 で収集された情報を処理することができます。これは、カスタマー エクスペリエ
ンスを向上させるために⾏われます。これにより、Steam クライアント設定の「インターフェース」セクションにある Steam ストアのページと Steam 通知をオフにして、データの処理を防ぐことができます。お客様の個別の同意または適⽤される電⼦メールマーケティング法の下で明⽰的に許可されている場合、ValveはValveの製
品およびサービスに関するマーケティングメッセージをお客様のメールアドレスに送信することがあります。このような場合は、収集した情報を使⽤してこれらのマーケティング メッセージをカスタマイズしたり、メッセージを開いたかどうか、およびユーザーがフォローしたテキスト内のリンクに関する情報を収集することもでき
ます。マーケティングメールを受け取る同意を無効にしたり撤回したりするには、既に提供したページから同意を取り消すか、各マーケティング電⼦メールに記載されている「購読解除」リンクをクリックします。3.8 違反の検出に必要な情報 当社は、SSAおよび適⽤法(違反)の検出、調査、防⽌に必要な特定のデータを収集します。
このデータは、検出、調査、防⽌、および必要に応じてこれらの違反に対するアクションにのみ使⽤され、この⽬的に必要な最⼩時間だけ保存されます。違反が発⽣したことをデータが⽰した場合、適⽤される制限期間中、またはそれに関連する法的事項が解決されるまで、法的請求の確⽴、⾏使または弁護のためのデータをより多
く保存します。この⽬的のために保存された特定のデータは、開⽰が当社がそのような違反を検出、調査、および先⾏するメカニズムを侵害する場合、あなたに開⽰されない場合があることに注意してください。4. データの保存期間 当社は、情報が収集および処理される⽬的を完了するのにかかる時間、または適⽤される法律によ
り、法律で要求される保存期間および保存期間の⻑い期間に関してのみ、お客様の情報を保存します。その後、お客様の個⼈データは削除、ブロック、匿名化されます。適⽤法を規定する。特に、Steam ユーザーアカウントを終了すると、法的要件またはその他の正当な⽬的により、より⻑いストレージが規定される場合を除き、お
客様の個⼈データは削除対象としてマークされます。場合によっては、個⼈データを完全に削除して、⼀貫性を保つことはできません。コミュニティスチーム市場。たとえば、データに影響を与えるゲームや、他のプレイヤーの試合の得点は削除されません。逆に、これらの試合への接続は、常に匿名化されます。Valveは、10年間、
法定商業法および税法に基づく特定の取引データを保持する必要があります。お客様が、お客様の個⼈データまたはお⼦様の個⼈データを処理する同意を撤回した場合、当社は、個⼈データの収集および処理が撤回された同意に基づく限り、お客様の個⼈データまたはお⼦様の個⼈データを過度に遅滞なく削除します。お客様が個⼈
情報の処理に異議を唱える権利を⾏使する場合、当社は、そのデータの処理および保持に別の法的根拠がない限り、または適⽤される法律がデータを保持することを義務付ける場合を除き、お客様が異議を考慮し、お客様が異議を申し⽴てた⽬的で処理した個⼈データを削除します。5. データバルブへのアクセス権を持つ者は、個⼈
データを販売しません。ただし、当社は、以下の事業⽬的のために必要に応じて、収集した個⼈データの各カテゴリを共有または提供することがあります。5.1 Valveとその⼦会社は、お客様の個⼈データを相互に共有し、上記のセクション2に記載されている⽬的を達成するために必要な範囲で使⽤することができます。当社は、再
編、売却、合併の場合、適⽤される法律に従って、個⼈データを第三者に転送することがあります。5.2 当社は、Steam 経由で配布される商品、コンテンツ、サービスに関連してカスタマーサポートサービスを提供する第三者サービスプロバイダーと、お客様の個⼈データを共有する場合があります。お客様の個⼈情報は、このプラ
イバシーポリシーに従い、カスタマーサポートサービスのパフォーマンスに必要な範囲でのみ使⽤されます。5.3 インターネット規格に従い、当社は、Steam に関連するコンテンツ配信ネットワークサービスおよびゲームサーバーサービスを提供する第三者のネットワークプロバイダーと、特定の情報(お客様のIPアドレスおよびアク
セスを希望するSteamコンテンツの識別を含む)を共有する場合があります。当社のコンテンツ配信ネットワークプロバイダは、お客様の地理的位置に応じてコンテンツを提供する分散サーバーシステムを使⽤して、Steam を使⽤する場合など、お客様が要求したデジタルコンテンツの配信を許可します。5.4 Googleアナリティクス 当
社のウェブサイトは、グーグルアナリティクス、グーグル、株式会社が提供するウェブ分析サービスを使⽤しています (「5»).Google アナリティクスは、サイト運営者がサイトの利⽤⽅法を分析するために Cookie を使⽤します。訪問者によるウェブサイトの使⽤に関するクッキーによって⽣成された情報は、⼀般的にGoogleによって
⽶国内のサーバーに送信され、保存されます。このサイトでは、IP匿名化が有効になっています。Steam を訪れるユーザーの IP アドレスは短縮されます。例外的な場合にのみ、完全な IP アドレスが⽶国の Google サーバーに転送されます。そしてそこに短縮した。Google は、サイト運営者に代わって、この情報を使⽤して、ユー
ザーのウェブサイトを評価し、ウェブサイトのアクティビティに関するレポートを作成し、ウェブサイトのアクティビティやウェブサイト運営者のインターネット利⽤に関連するその他のサービスを提供します。Google は、Google アナリティクスで転送された IP アドレスを Google が保有する他のデータと関連付けしません。ブラ
ウザで適切な設定を選択することで、Cookieの使⽤をオプトアウトできます。ただし、この場合、本サイトの全ての機能を利⽤できない場合がありますのでご注意ください。Google アナリティクスがデータ www.google.com/policies/privacy/partnersを収集して使⽤する⽅法の詳細については、こちらをご覧ください。また、ブラウザ
プラグインをダウンロードしてインストールする際には、次のリンクをクリックして Google がウェブサイトの使⽤に関するデータを収集および処理できないようにすることができます お客様の Steam ユーザーアカウントに関連する特定のデータは、Steamworks API を通じて他のプレイヤーやパートナーが利⽤できるようにしま
す。この情報は、Steam ID を照会することで誰でもアクセスできます。少なくとも、Steam で表現するために選択した公開キャラクター名とアバター画像は、マルチプレイヤーゲームで不正⾏為を禁⽌されている場合と同様に、この⽅法でアクセスできます。お客様に関する追加情報のアクセシビリティは、Steam コミュニティの
ユーザープロフィールページで制御できます。プロフィールページで公開されているデータは、Steamworks API を介して⾃動的にアクセスできます。⼀般に公開されている情報に加えて、ゲーム開発者やパブリッシャーは、運営するゲームのユーザーに直接関連する特定の Steamworks API 情報にアクセスできます。少なくとも、こ
の情報には、問題のゲームの所有権が含まれます。ゲーム内に実装されている Steamworks のサービスによっては、ランキング情報、ゲームの進捗状況、完了した実績、マルチプレイヤー ゲームのマッチメイキング情報、ゲーム内の要素、ゲームの機能を提供し、サポートを提供するために必要なその他の情報も含まれます。特定の
ゲームが実装している Steamworks サービスの詳細については、ストアページをご覧ください。当社は、お客様の本名やメールアドレスなど、Steamworks API を通じてお客様に関する個⼈識別情報を故意に賭けるわけではありませんが、お客様の公開スチームプロフィールで⾃分⾃⾝について共有する情報には、お客様を特定できる
情報を含む Steamworks API を通じてアクセスできます。5.6 Steam コミュニティは理解しているユーザーがアイデアを交換し、互いに通信できる掲⽰板、フォーラム、チャットエリア、またはフォーラム、フォーラム、またはチャットエリアにメッセージを投稿する場合、情報はオンラインで公開されます。したがって、⾃⼰責任
で⾏ってください。あなたの個⼈データがコミュニティコミュニティフォーラムのいずれかに投稿されている場合レポート機能と Steam ヘルプサイトを使⽤して、削除をリクエストしてください。5.7 Valve を使⽤すると、Steam ユーザーアカウントを第三者が提供するアカウントにリンクすることができます。お客様がアカウント
をリンクすることに同意した場合、Valve は、Valve が第三者から受け取ることを許可した情報を、お客様の同意によって承認された範囲内で Steam ユーザーアカウントからの情報と収集し、組み合わせることがあります。アカウントリンクがValveの担当者に関する情報を第三者に送信する必要がある場合、リンクが⾏われる前に通
知され、リンクおよびお客様の情報の送信に同意するオプションがあります。第三者によるお客様の情報の使⽤は、第三者のプライバシーポリシーの対象となり、お客様は確認を推奨します。5.8 Valveは、裁判所の命令または当社が情報を開⽰することを要求する法令に従って個⼈データを開⽰する場合があります。6. 欧州経済地
域、カリフォルニア州およびその他の管轄区域におけるお客様の権利および管理メカニズム データ保護法は、居住者に個⼈データに対する⼀定の権利を与えます。他の管轄区域は法的権利を少なくする可能性がありますが、当社はこれらの権利を⾏使するように設計されたツールを世界中のお客様が利⽤できるようにします。データ
保護の権利を簡単に⾏使できるようにするため、Steam サポートページ (プライバシーダッシュボード) に専⽤セクションを設けています。これにより、個⼈データにアクセスでき、必要に応じて修正および削除し、必要に応じて使⽤に反対することができます。アクセスするには、 にある Steam サポートページにログインし、⾃分
のアカウントメニュー項⽬ (Steam アカウントに関連するデータ) を選択します。ほとんどの場合、プライバシー ダッシュボードで個⼈データにアクセス、管理、削除できますが、以下のセクション 8 および 10 に記載されている問い合わせプロセスを通じて、Valve に質問やリクエストを問い合わせることもできます。欧州経済地域
の居住者として、お客様は、お客様の個⼈データに対して以下の権利を有します: 6.1 アクセス権。お客様は、お客様に関するお客様の個⼈データ、つまり、お客様の個⼈情報を無料で要求する権利、(ii)アクセス権、および/または(iii)保持された個⼈データの複製を要求する権利を有します。プライバシーダッシュボードから個⼈デー
タにアクセスする権利を使⽤できます。請求が他⼈の権利と⾃由に影響を及ぼす場合、または明らかに根拠のない、または過剰である場合、当社は、本(通信または要求された⾏動を取ることに関連する管理費を考慮に⼊れて)合理的な⼿数料を請求するか、またはアプリケーションに対する⾏動を拒否する。6.2 是正する権利。当社が
お客様の個⼈データを処理する場合、当社は、お客様の個⼈データが収集された⽬的のために正確かつ最新のものであることを確認するよう努めます。お客様の個⼈データが不正確な場合プライバシー ダッシュボードから提供した情報を変更できます。6.3. 消去する権利お客様は、当社が収集できる理由(上記の2条を参照)が存在しな
い場合、または削除の別の法的理由がある場合は、お客様に関する個⼈データの削除を取得する権利を有します。個⼈データの個々の項⽬については、プライバシーダッシュボードから変更するか、Steam サポートページから削除をリクエストしてください。Steam のサポートページから Steam ユーザーアカウントの削除をリクエ
ストすることもできます。Steam ユーザーアカウントが削除されたため、Steam ユーザーアカウント、Steam ユーザーアカウントに関連するサブスクリプションやゲーム情報、Steam ユーザーアカウントを使⽤する他のサービスへのアクセスなど、Steam サービスにアクセスできなくなります。Steam ユーザーアカウントの削除を
リクエストした時点から 30 ⽇間の猶予期間を復元することができます。この機能を使⽤すると、アカウントの資格情報の紛失やハッキングにより、誤ってアカウントを失うことはなくなります。停⽌期間中、Steam ユーザーアカウントの削除リクエストを送信する前に、お客様が開始した可能性のある財務活動およびその他の活動
を完了することができます。猶予期間が過ぎると、お客様のアカウントに関連付けられた個⼈データは、第4条の対象となります。上記。Steam ユーザーアカウントを削除して個⼈データを削除する場合は、複雑な場合があります。つまり、お客様のアカウントが Valve との取引関係を持っている場合、たとえばゲーム開発者の仕事
のために、そのロールを別のユーザーに移した後、またはビジネス関係を解消した後にのみ、Steam ユーザーアカウントを削除することができます。場合によっては、要求の複雑さと数を考えると、個⼈データの消去期間が延⻑される場合がありますが、さらに2ヶ⽉以下の期間は延⻑されます。6.4 オブジェクトの権利。お客様の個
⼈情報の取扱いが、本プライバシーポリシーのGDPR/第2条.c)の第6条f条に従って正当な利益に基づいている場合、お客様は当該処理に異議を唱える権利を有します。お客様が異議を唱える場合、GDPR のセクション 21 に記載されている説得⼒のある正当な理由が処理されない限り、当社はお客様の個⼈データを処理しません。特
に、法的請求の確⽴、⾏使または弁護のためにデータが必要な場合。あなたはまた、法律30sに苦情を申し⽴てる権利を有します6.5 お客様の個⼈データの処理を制限する権利 お客様は、GDPR第18条に定める条件に基づき、お客様の個⼈データの処理に関する制限を取得する権利を有します。6.6 個⼈データの移植性に関する権利 お
客様は、構造化された、⼀般的に使⽤される機械可読形式で個⼈データを受信する権利を有し、GDPR第20条に定める条件の下で、このデータを別のコントローラに送信する権利を有します。バルブは、あなたの個⼈データを製造します上記のように、プライバシーダッシュボードを介して構造化されたHTML形式。6.7 お客様の個⼈
データの事後管理権 フランスのデータ保護法があなたに適⽤される場合、お客様は、情報、技術、データファイル、市⺠の⾃由に関する1978年1⽉6⽇法第78-17条第40条第1項に従い、死亡後の個⼈データの保存、削除、および送信に関するガイドラインを定める権利を有します。7. ⼦供 Steam ユーザーアカウントを作成する最低年
齢は 13 歳です。Valveは、この年齢以下の⼦供たちから故意に個⼈データを収集しません。⼀部の国で個⼈データの収集に同意年齢が⾼い場合、ValveはSteamユーザーアカウントを作成してそれに関連する個⼈データを収集する前に、保護者の同意を必要とします。Valveは、オンライン時に⼦供に個⼈情報を提供しなくよう親に依
頼することを奨励しています。8. 連絡先情報 以下のアドレスで Valve のデータ保護担当者に連絡することができます。当社はメールインリクエストを確認する⼀⽅で、詐欺、嫌がらせ、個⼈情報の盗難に対抗するために、データにアクセス、修正、または削除する唯⼀の⽅法は、 でSteamユーザーアカウントでログインし、メニュー
項⽬を選択することです - マイアカウント - アカウントデータを表⽰します。バルブコーポレーションAtt.データ保護官 P.O. Box 1688 ベルビュー, WA 98009 欧州データ保護代表: バルブ GmbH Att.リーガル‧レッズマルクト 9 D-20459 ハンブルク ドイツ 9.欧州経済地域、英国、スイスバルブ、TRテクニカルサービス社のユーザーに
対する追加情報は、⽶国の完全⼦会社(総称して「Valve」)は、EUと⽶国のプライバシーフレームワークに準拠しています。⽶国商務省が述べたプライバシーシールドフレームワークは、欧州連合(EU)およびスイスから⽶国に転送された個⼈情報の収集、使⽤および保持に関して述べられている。Valveは、プライバシーシールドの原
則に従っていることを商務省に認定しています。本プライバシーポリシーの条件とプライバシーシールドの原則との間に⽭盾がある場合、プライバシーシールドの原則が適⽤されなければなりません。プライバシーシールドプログラムの詳細と当社の認定資格については、 をご覧ください。プライバシーシールドの原則に従って、
Valveは当社の個⼈情報の収集または使⽤に関する苦情を解決することにコミットしています。EUおよびスイスの⼈々当社のプライバシーポリシーに関する情報や苦情の要求は、まずここでValveに連絡する必要があります。当社が適切に対処していない未解決のプライバシーまたはデータ使⽤に関する懸念がある場合は、 ��⽶国に
拠点を置く第三者紛争解決プロバイダー(無料)までお問い合わせください。プライバシーシールド( CACP は、カリフォルニア州の住⺠に当社が収集する個⼈データに関する特定のプライバシー権を付与します。私たちは、これらの権利を尊重し、CCPAを尊重することにコミットしています。以下は、これらの権利とそれらに対する
Valveの慣⾏を説明します。知る権利。CCPAの下では、お客様は、当社が収集、使⽤、開⽰、販売する個⼈データを提供するようお客様に求める権利を有します。削除を要求する権利。また、お客様は、特定の例外が適⽤される、当社が所有する個⼈データの削除を要求する権利を有します。データの削除を要求した場合、お客様の
Steam サービスの使⽤に影響を及ぼす場合があり、当社は本プライバシーポリシーに定める理由またはCCPAが許可する理由により、情報の削除を拒否する場合があります。その他の権利。ACCPはまた、カリフォルニア州の住⺠に個⼈データの販売をオプトアウトする権利を与えます。セクション5で説明したように、私たちは個⼈
データを販売しておらず、過去12ヶ⽉間は販売していません。また、お客様は、お客様の個⼈データが収集される前に、当社の慣⾏に関する通知を受け取る権利を有します。最後に、あなたはCCPAの下であなたの権利を⾏使したことで差別されない権利を有します。あなたの権利を⾏使する。個⼈データにアクセス、管理、削除す
る主な⽅法は、プライバシー ダッシュボードを使⽤することです。お客様は、本プライバシーポリシーのセクション6.3に記載されているように、Steam アカウントおよび関連する個⼈データを削除することもできます。プライバシーダッシュボードからデータにアクセスできない場合、 ��あるフォームを使⽤してこれらの権利を
⾏使するリクエストを当社に連絡することもできます。本⼈確認のために、フォームを使⽤するには Steam ユーザーアカウントにログインする必要があります。最後に、ご要望にお問い合わせいただくことができます。ただし、questions@valvesoftware.com、電⼦メールで受信した要求に基づいて個⼈データへのアクセスまたは削
除を提供する前に、当社は 2 および 3 に記載されています。過去12ヶ⽉間に、当社は第5条に記載されている第三者カテゴリを⽤いて、商業⽬的で個⼈データの各カテゴリを開⽰しました。レビュー⽇: 2020年7⽉28⽇ 2020 Page 9 Valveは、その製品およびサービスの訪問者およびオンライン顧客のプライバシーを尊重し、カリフォ
ルニア消費者保護法(「CCPA」)、欧州連合(EU)の⼀般データ保護規則(「GDPR」)、スイスおよび欧州のプライバシー幹部を含む適⽤されるプライバシー法を尊重します。1. 以下の個⼈データについて話す場所はどこでも、個⼈を特定する情報(「個⼈識別情報」)、または個⼈識別情報にリンクすることによって間接的に関連付ける
可能性のある情報を聞きます。Valveは、匿名データを収集したかどうかにかかわらず処理し、顧客の習慣、使⽤パターン、⼈⼝統計に関連する統計をグループとして、または個⼈として分析し、⽣成します。この匿名データでは、関連する顧客の識別は許可されません。Valve は、匿名データを、集計済みかどうかに関係ありませ
ん。このプライバシーポリシーの他の資本化された⽤語は、蒸気加⼊者契約(「SSA」)で定義された意味を持つことになります。2. Valve がデータバルブが個⼈データを収集して処理する理由は次のとおりです。(b) 当社の前に法的義務を遵守する必要がある場合(例えば、税法に基づく特定の情報を保持する義務)。(c) Valve または第
三者の正当かつ法的利益 (他の顧客の利益など) のために必要な場合(これらの利益が、お客様の⽀配的な正当な利益と権利によって置き換えられる場合を除く)(d) お客様の同意を得た場合。個⼈データを収集および処理するこれらの理由は、当社が収集する個⼈データとその使⽤⽅法を決定し、制限します。3.以下)、保管期間(下記第4
条)、アクセス権を持つ⼈(下記第5条)、ユーザーとして利⽤できる権利およびその他の制御メカニズム(下記第6条)。3. データタイプとソース アカウントを作成する際に 3.1 基本アカウントデータを収集し、Valve は、お客様のメールアドレスと居住国を収集します。また、ユーザーを選択する必要がありますとパスワードを指定しま
す。この情報を提供することは、Steam ユーザーアカウントを登録するために必要です。アカウントを設定すると、アカウントに⾃動的に番号(Steam ID)が割り当てられ、ユーザーアカウントを参照するために使⽤され、個⼈識別情報を直接公開することがなくなります。Steam ユーザーアカウントの設定に本名を⼊⼒または使⽤す
る必要はありません。3.2 取引と⽀払いデータ Steam での取引(コンテンツやサービスのサブスクリプションの購⼊、Steam ポートフォリオの資⾦調達など)を⾏うために、取引を有効にするためにValveに⽀払いデータを提供する必要がある場合があります。クレジットカードで⽀払う場合は、Valveに⼀般的なクレジットカード情報
(名前、住所、クレジットカード番号、有効期限、セキュリティコード)を提供する必要があります。同様に、Valve は同じ理由で⽀払サービス プロバイダーからデータを受け取ります。3.3 お客様が明⽰的に提出するその他のデータ 当社は、お客様が明⽰的に当社に提供したり、Steam 上の他のユーザーとのコミュニケーションの⼀
環として送信したりするたびに、収集および処理します。このデータには、当社のコンテンツおよびサービスのいずれかに投稿、コメント、フォローする情報が含まれます。チャットによって送信される情報。お客様が当社に情報またはサポートを要請する際、または関連する⽀払業者または物理的な商品の場合は、配送業者との注
⽂処理に必要な情報を含む、当社からのコンテンツおよびサービスを購⼊する際に提供される情報。コンペティション、コンテスト、トーナメントに参加する際に提供する情報、または連絡先情報などのアンケートに回答する際の情報。3.4 Steam の顧客およびウェブサイトの使⽤ 当社は、Steam のウェブサイト、コンテンツ、サー
ビスとの⼀般的なやり取りを通じてさまざまな情報を収集します。当社が収集する個⼈データには、ブラウザおよびデバイス情報、⾃動電⼦対話によって収集されたデータ、およびアプリケーション使⽤状況データが含まれますが、これらに限定されません。同様に、当社は、お客様がボットではないことを確認し、当社のサービス
を最適化するために、当社のウェブサイトやアプリを通じてお客様のプロセスに従います。3.5 お客様に提供するために、ゲームやその他のサブスクリプションの使⽤当社は、コンテンツおよびサービスにおけるお客様の活動に関するさまざまな情報を収集、保存、使⽤する必要があります。「コンテンツ関連情報」には、Steam ID
と、⼀般的に「ゲーム統計」と呼ばれるものが含まれます。ゲームの統計情報とは、ゲームの設定、ゲームの進⾏状況、ゲームの時間、使⽤しているデバイスに関する情報 (使⽤しているオペレーティング システム、デバイス設定、⼀意のデバイス識別⼦、クラッシュ データなど) に関する情報を意味します。3.6 データとクッキーの
追跡 お客様のコンピュータに配置されたテキストファイルである「クッキー」を使⽤します。(例えば、ウェブタグ、ピクセル、広告タグ、デバイス識別⼦)は、ウェブサイトのマーケティング、分析、機能を向上させるために、ユーザーが当社のサービスをどのように利⽤しているかを分析し、提供するサービスを改善するのに役⽴
ちます。クッキーの使⽤はインターネット上で標準的です。ほとんどのウェブブラウザは⾃動的にクッキーを受け⼊れますが、受け⼊れるかどうかの決定はあなたのものです。ブラウザの設定を調整して、Cookie の受信を防⽌したり、Cookie が送信されるたびに通知を送信したりできます。ブラウザで適切な設定を選択すること
で、Cookieの使⽤をオプトアウトできます。各ブラウザのクッキーの使⽤の管理については、次のヘルプページで詳しく説明 コンテンツの推奨事項 当社は、Steam ストアのページに表⽰されるコンテンツ、製品、サービス、Steam カスタマーローンチで表⽰される更新メッセージに、お客様のニーズに合わせて調整し、関連する推
奨事項や特典を提供できるように、セクション 3 で収集された情報を処理することができます。これは、カスタマー エクスペリエンスを向上させるために⾏われます。これにより、Steam クライアント設定の「インターフェース」セクションにある Steam ストアのページと Steam 通知をオフにして、データの処理を防ぐことができ
ます。お客様の個別の同意または適⽤される電⼦メールマーケティング法の下で明⽰的に許可されている場合、ValveはValveの製品およびサービスに関するマーケティングメッセージをお客様のメールアドレスに送信することがあります。このような場合は、収集した情報を使⽤してこれらのマーケティング メッセージをカスタマイ
ズしたり、メッセージを開いたかどうか、およびユーザーがフォローしたテキスト内のリンクに関する情報を収集することもできます。マーケティングメールを受け取る同意を無効にしたり撤回したりするには、既に提供したページから同意を取り消すか、各マーケティング電⼦メールに記載されている「購読解除」リンクをクリッ
クします。3.8 違反の検出に必要な情報 当社は、SSAおよび適⽤法(違反)の検出、調査、防⽌に必要な特定のデータを収集します。このデータは、検出、調査、予防⽬的にのみ使⽤されます。必要に応じて、これらの違反に対する措置を講じ、この⽬的に必要な最短時間のみ保管します。違反が発⽣したことをデータが⽰した場合、適
⽤される制限期間中、またはそれに関連する法的事項が解決されるまで、法的請求の確⽴、⾏使または弁護のためのデータをより多く保存します。この⽬的のために保存されている特定のデータに注意してください開⽰が、当社がこのような違反を検出、調査、および先⾏するメカニズムを侵害する場合、お客様に開⽰されません。
4. データの保存期間 当社は、情報が収集および処理される⽬的を完了するのにかかる時間、または適⽤される法律により、法律で要求される保存期間および保存期間の⻑い期間に関してのみ、お客様の情報を保存します。その後、適⽤法で義務付けされている場合、お客様の個⼈データは削除、ブロック、または匿名化されます。特
に、Steam ユーザーアカウントを終了すると、法的要件またはその他の正当な⽬的により、より⻑いストレージが規定される場合を除き、お客様の個⼈データは削除対象としてマークされます。ゲーム体験や Steam コミュニティマーケットでの⼀貫性を確保するために、個⼈データを完全に削除できない場合があります。たとえば、
データに影響を与えるゲームや、他のプレイヤーの試合の得点は削除されません。逆に、これらの試合への接続は、常に匿名化されます。Valveは、10年間、法定商業法および税法に基づく特定の取引データを保持する必要があります。お客様が、お客様の個⼈データまたはお⼦様の個⼈データを処理する同意を撤回した場合、当社
は、個⼈データの収集および処理が撤回された同意に基づく限り、お客様の個⼈データまたはお⼦様の個⼈データを過度に遅滞なく削除します。お客様が個⼈情報の処理に異議を唱える権利を⾏使する場合、当社は、そのデータの処理および保持に別の法的根拠がない限り、または適⽤される法律がデータを保持することを義務付け
る場合を除き、お客様が異議を考慮し、お客様が異議を申し⽴てた⽬的で処理した個⼈データを削除します。5. データバルブへのアクセス権を持つ者は、個⼈データを販売しません。ただし、当社は、以下の事業⽬的のために必要に応じて、収集した個⼈データの各カテゴリを共有または提供することがあります。5.1 Valveとその⼦
会社は、お客様の個⼈データを相互に共有し、上記のセクション2に記載されている⽬的を達成するために必要な範囲で使⽤することができます。当社は、再編、売却、合併の場合、適⽤される法律に従って、個⼈データを第三者に転送することがあります。5.2 当社は、商品、コンテンツ、およびコンテンツに関連してカスタマーサ
ポートサービスを提供する第三者サービスプロバイダーとお客様の個⼈データを共有する場合があります。スチーム経由で配信されるサービス。お客様の個⼈情報は、このプライバシーポリシーに従い、カスタマーサポートサービスのパフォーマンスに必要な範囲でのみ使⽤されます。5.3 インターネット規格に従い、コンテンツ配信
ネットワークサービスを提供する第三者のネットワークプロバイダーと、特定の情報(お客様のIPアドレスおよびアクセスを希望するSteamコンテンツの識別を含む)を共有する場合があります。スチームに関連するゲームサーバーサービス。当社のコンテンツ配信ネットワークプロバイダは、お客様の地理的位置に応じてコンテンツを
提供する分散サーバーシステムを使⽤して、Steam を使⽤する場合など、お客様が要求したデジタルコンテンツの配信を許可します。5.4 Googleアナリティクス 当社のウェブサイトでは、グーグルアナリティクス(グーグル社)が提供するウェブ分析サービスを使⽤しています。Google アナリティクスは、サイト運営者がサイトの利⽤
⽅法を分析するために Cookie を使⽤します。訪問者によるウェブサイトの使⽤に関するクッキーによって⽣成された情報は、⼀般的にGoogleによって⽶国内のサーバーに送信され、保存されます。このサイトでは、IP匿名化が有効になっています。Steam を訪れるユーザーの IP アドレスは短縮されます。例外的な場合にのみ、完全
なIPアドレスが⽶国のGoogleサーバーに転送され、短縮されます。Google は、サイト運営者に代わって、この情報を使⽤して、ユーザーのウェブサイトを評価し、ウェブサイトのアクティビティに関するレポートを作成し、ウェブサイトのアクティビティやウェブサイト運営者のインターネット利⽤に関連するその他のサービスを提
供します。Google は、Google アナリティクスで転送された IP アドレスを Google が保有する他のデータと関連付けしません。ブラウザで適切な設定を選択することで、Cookieの使⽤をオプトアウトできます。ただし、この場合、本サイトの全ての機能を利⽤できない場合がありますのでご注意ください。Google アナリティクスが
データ www.google.com/policies/privacy/partnersを収集して使⽤する⽅法の詳細については、こちらをご覧ください。また、ブラウザプラグインをダウンロードしてインストールする際には、次のリンクをクリックして Google がウェブサイトの使⽤に関するデータを収集および処理できないようにすることができます お客様の
Steam ユーザーアカウントに関連する特定のデータは、Steamworks API を通じて他のプレイヤーやパートナーが利⽤できるようにします。この情報は、Steam ID を照会することで誰でもアクセスできます。少なくとも、Steam で表現するために選択した公開キャラクター名とアバター画像は、マルチプレイヤーゲームで不正⾏為を
禁⽌されている場合と同様に、この⽅法でアクセスできます。お客様に関する追加情報のアクセシビリティは、Steam コミュニティのユーザープロフィールページで制御できます。プロフィールページで公開されているデータは、Steamworks API を介して⾃動的にアクセスできます。⼀般に公開されている情報に加えて、ゲーム開
発者およびパブリッシャーは、直接関連する特定の Steamworks API 情報にアクセスできます。彼らは悪⽤するゲーム。少なくとも、この情報には、問題のゲームの所有権が含まれます。ゲーム内で実装されている Steamworks サービスによっては、ランキング情報、ゲームの進捗状況、完了した実績、マルチプレイヤー ゲームの
マッチメイキング情報、ゲーム内記事などの情報も含まれます。ゲームを動作させ、それをサポートします。特定のゲームが実装している Steamworks サービスの詳細については、ストアページをご覧ください。当社は、お客様の本名やメールアドレスなど、Steamworks API を通じてお客様に関する個⼈識別情報を故意に賭けるわけ
ではありませんが、お客様の公開スチームプロフィールで⾃分⾃⾝について共有する情報には、お客様を特定できる情報を含む Steamworks API を通じてアクセスできます。5.6 Steam コミュニティには、ユーザーがアイデアを交換したり、互いにコミュニケーションを取ったりできる掲⽰板、フォーラム、チャットエリアなどが含
まれます。フォーラム、フォーラム、またはチャットエリアにメッセージを投稿する場合、情報はオンラインで公開されます。したがって、⾃⼰責任で⾏ってください。あなたの個⼈データがあなたの意志に反して私たちのコミュニティフォーラムのいずれかに投稿された場合は、その削除を要求するために報告機能とSteamヘルプ
サイトを使⽤してください。5.7 Valve を使⽤すると、Steam ユーザーアカウントを第三者が提供するアカウントにリンクすることができます。お客様がアカウントをリンクすることに同意した場合、Valve は、Valve が第三者から受け取ることを許可した情報を、お客様の同意によって承認された範囲内で Steam ユーザーアカウント
からの情報と収集し、組み合わせることがあります。アカウントリンクがValveの担当者に関する情報を第三者に送信する必要がある場合、リンクが⾏われる前に通知され、リンクおよびお客様の情報の送信に同意するオプションがあります。第三者によるお客様の情報の使⽤は、第三者のプライバシーポリシーの対象となり、お客様
は確認を推奨します。5.8 Valveは、裁判所の命令または当社が情報を開⽰することを要求する法令に従って個⼈データを開⽰する場合があります。6. 欧州経済地域、カリフォルニア州およびその他の管轄区域におけるお客様の権利および管理メカニズム データ保護法は、居住者に個⼈データに対する⼀定の権利を与えます。他の管轄
区域は法的権利を少なくする可能性がありますが、当社はこれらの権利を⾏使するように設計されたツールを世界中のお客様が利⽤できるようにします。データ保護の権利を簡単に⾏使できるようにするため、Steam サポートページ (プライバシーダッシュボード) に専⽤セクションを設けています。これにより、個⼈データにアクセ
スでき、必要に応じて修正および削除し、必要に応じて使⽤に反対することができます。アクセスするには、 にある Steam サポートページにログインし、アカウントメニュー項⽬を選択します。お客様の Steam アカウントに関連します。ほとんどの場合、プライバシー ダッシュボードで個⼈データにアクセス、管理、削除できます
が、以下のセクション 8 および 10 に記載されている問い合わせプロセスを通じて、Valve に質問やリクエストを問い合わせることもできます。欧州経済地域の居住者として、お客様は、お客様の個⼈データに対して以下の権利を有します: 6.1 アクセス権。あなたは権利を持っていますお客様に関して保有するお客様の個⼈データ、
つまり、(i)情報を無料で要求する権利、お客様の個⼈データが保持されること、(ii) アクセスおよび/または(iii)保持された個⼈データの複製を要求する権利にアクセスします。プライバシーダッシュボードから個⼈データにアクセスする権利を使⽤できます。請求が他⼈の権利や⾃由に影響を及ぼす場合、または明らかに根拠のない、
または過剰な場合、当社は、合理的な⼿数料を請求する権利を留保します(通信または要求された⾏動に関連する管理費を考慮に⼊れる)、または要求に基づく⾏動を拒否する権利を留保します。6.2 是正する権利。当社がお客様の個⼈データを処理する場合、当社は、お客様の個⼈データが収集された⽬的のために正確かつ最新のもの
であることを確認するよう努めます。個⼈データが不正確または不完全な場合は、プライバシーダッシュボードから提供された情報を変更できます。6.3. 消去する権利お客様は、当社が収集できる理由(上記の2条を参照)が存在しない場合、または削除の別の法的理由がある場合は、お客様に関する個⼈データの削除を取得する権利を
有します。個⼈データの個々の項⽬については、プライバシーダッシュボードから変更するか、Steam サポートページから削除をリクエストしてください。Steam のサポートページから Steam ユーザーアカウントの削除をリクエストすることもできます。Steam ユーザーアカウントが削除されたため、Steam ユーザーアカウント、
Steam ユーザーアカウントに関連するサブスクリプションやゲーム情報、Steam ユーザーアカウントを使⽤する他のサービスへのアクセスなど、Steam サービスにアクセスできなくなります。Steam ユーザーアカウントの削除をリクエストした時点から 30 ⽇間の猶予期間を復元することができます。この機能を使⽤すると、アカウ
ントの資格情報の紛失やハッキングにより、誤ってアカウントを失うことはなくなります。停⽌期間中、Steam ユーザーアカウントの削除リクエストを送信する前に、お客様が開始した可能性のある財務活動およびその他の活動を完了することができます。猶予期間が過ぎると、お客様のアカウントに関連付けられた個⼈データは、
第4条の対象となります。上記。Steam ユーザーアカウントを削除して個⼈データを削除する場合は、複雑な場合があります。つまり、お客様のアカウントが Valve とビジネス関係を持っている場合は、たとえばゲーム開発者の仕事などで、このロールを別のユーザーに転送した後、またはビジネス関係を解消した後にのみ、Steam
ユーザーアカウントを削除することができます。場合によっては、要求の複雑さと数を考えると、個⼈データの消去期間が延⻑される場合がありますが、さらに2ヶ⽉以下の期間は延⻑されます。6.4 オブジェクトの権利。お客様の個⼈情報の取扱いが、本プライバシーポリシーのGDPR/第2条.c)の第6条(1)f)に従って正当な利益に基づ
いている場合、お客様は権利を有します。この治療に反対する。お客様が異議を唱える場合、GDPR のセクション 21 に記載されている説得⼒のある正当な理由が処理されない限り、当社はお客様の個⼈データを処理しません。特に、法的請求の確⽴、⾏使または弁護のためにデータが必要な場合。また、お客様は監督当局に苦情を
申し⽴てる権利を有します。6.5 お客様の個⼈データの処理を制限する権利 お客様は、GDPR第18条に定める条件に基づき、お客様の個⼈データの処理に関する制限を取得する権利を有します。6.6 個⼈データの移植性に関する権利 お客様は、構造化された、⼀般的に使⽤される機械可読形式で個⼈データを受信する権利を有し、
GDPR第20条に定める条件の下で、このデータを別のコントローラに送信する権利を有します。Valve は、上記のようにプライバシー ダッシュボードを通じて、構造化された HTML 形式で個⼈データを利⽤できるようにします。6.7 お客様の個⼈データの事後管理権 フランスのデータ保護法があなたに適⽤される場合、お客様は、情
報、技術、データファイル、市⺠の⾃由に関する1978年1⽉6⽇法第78-17条第40条第1項に従い、死亡後の個⼈データの保存、削除、および送信に関するガイドラインを定める権利を有します。7. ⼦供 Steam ユーザーアカウントを作成する最低年齢は 13 歳です。Valveは、この年齢以下の⼦供たちから故意に個⼈データを収集しませ
ん。⼀部の国で個⼈データの収集に同意年齢が⾼い場合、ValveはSteamユーザーアカウントを作成してそれに関連する個⼈データを収集する前に、保護者の同意を必要とします。Valveは、オンライン時に⼦供に個⼈情報を提供しなくよう親に依頼することを奨励しています。8. 連絡先情報 以下のアドレスで Valve のデータ保護担当
者に連絡することができます。当社はメールインリクエストを確認する⼀⽅で、詐欺、嫌がらせ、個⼈情報の盗難に対抗するために、データにアクセス、修正、または削除する唯⼀の⽅法は、 でSteamユーザーアカウントでログインし、メニュー項⽬を選択することです - マイアカウント - アカウントデータを表⽰します。バルブ
コーポレーションAtt.データ保護官 P.O. Box 1688 ベルビュー, WA 98009 欧州データ保護代表: バルブ GmbH Att.リーガル‧レッズマルクト 9 D-20459 ハンブルク ドイツ 9.欧州経済地域、英国、スイスのバルブ、TRテクニカルサービス株式会社(⽶国⼦会社)のユーザー向け追加情報(総称して「バルブ」)は、EUと⽶国のプライバシー
フレームワークに準拠しています。⽶国商務省が述べたプライバシーシールドフレームワークは、欧州連合(EU)およびスイスから⽶国に転送された個⼈情報の収集、使⽤および保持に関して述べられている。Valveは、プライバシーシールドの原則に従っていることを商務省に認定しています。間に競合がある場合は、このプライバ
シーポリシーおよびプライバシーシールドの原則において、プライバシーシールド原則は、準拠する必要があります。プライバシーシールドプログラムの詳細と当社の認定資格については、 をご覧ください。プライバシーシールドの原則に従って、Valveは当社の個⼈情報の収集または使⽤に関する苦情を解決することにコミットし
ています。当社のプライバシーポリシーに関するお問い合わせや苦情を持っているEUおよびスイスからの⼈々は、まずここでValveに連絡する必要があります。当社が適切に対処していない未解決のプライバシーまたはデータ使⽤に関する懸念がある場合は、 ��⽶国に拠点を置く第三者紛争解決プロバイダー(無料)までお問い合わ
せください。プライバシーシールド( CACP は、カリフォルニア州の住⺠に当社が収集する個⼈データに関する特定のプライバシー権を付与します。私たちは、これらの権利を尊重し、CCPAを尊重することにコミットしています。以下は、これらの権利とそれらに対するValveの慣⾏を説明します。知る権利。CCPAの下では、お客様
は、当社が収集、使⽤、開⽰、販売する個⼈データを提供するようお客様に求める権利を有します。削除を要求する権利。また、お客様は、特定の例外が適⽤される、当社が所有する個⼈データの削除を要求する権利を有します。データの削除を要求した場合、お客様の Steam サービスの使⽤に影響を及ぼす場合があり、当社は本プ
ライバシーポリシーに定める理由またはCCPAが許可する理由により、情報の削除を拒否する場合があります。その他の権利。ACCPはまた、カリフォルニア州の住⺠に個⼈データの販売をオプトアウトする権利を与えます。第5条に記載されているように、当社は個⼈データを販売しておらず、当社は個⼈データを販売していませ
ん。過去12ヶ⽉間に。また、お客様は、お客様の個⼈データが収集される前に、当社の慣⾏に関する通知を受け取る権利を有します。最後に、あなたはCCPAの下であなたの権利を⾏使したことで差別されない権利を有します。あなたの権利を⾏使する。個⼈データにアクセス、管理、削除する主な⽅法は、プライバシー ダッシュ
ボードを使⽤することです。お客様は、本プライバシーポリシーのセクション6.3に記載されているように、Steam アカウントおよび関連する個⼈データを削除することもできます。もしあなたがプライバシーダッシュボードからデータにアクセスまたは削除するには、 ��ォームを使⽤してこれらの権利を⾏使するリクエストをお
問い合わせください。本⼈確認のために、フォームを使⽤するには Steam ユーザーアカウントにログインする必要があります。最後に、questions@valvesoftware.comリクエストを当社に連絡することができますが、電⼦メールで受信したリクエストに基づいて個⼈データへのアクセスや削除を提供する前に、 2 および 3 に記載され
ています。過去12ヶ⽉間に、当社は第5条に記載されている第三者カテゴリを⽤いて、商業⽬的で個⼈データの各カテゴリを開⽰しました。レビュー⽇:7⽉28⽇ 2020ページ10 IN VEDETTEマフィアディール:ディレクションエディション開発者:ハンガー13出版社:2Kすべてのレビュー:⾮常に肯定的な(17,311)NBA 2K21開発者:ビジュア
ルパブリッシャーコンセプト:2Kすべてのレビュー:主に否定的(9,268)トム‧クランシーのレインボーシックス®シージデベロッパー:ユービーアイソフトモントリオール出版社:ユービーアイトモントリオール出版社:ユービーアイソフト- ジャンルやテーマ別に冬のスペシャルをブラウズ あなたのライブウィッシュリスト上のすべての
ゲームを⾒る 私たちは今あなたのためにカスタムの推奨事項から外れている私たちは、あなたがより多くのゲームをプレイした後、いくつかの異なるタイトルをお勧めすることができます。まだもっと探していますか?ランダムなゲームを発⾒。私たちはここにあなたを⽰すために任意の推奨事項を持っていません。これはエラーで
ある可能性があります。あなたはリフレッシュをノックしたり、ゲームをプレイしたら戻って来ることができます。たぶん、あなたはランダムなゲームをチェックアウトしたいですか?ゲーム。
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