CATAN DIGITAL WORLD

REGISTRATION OPENS

CHAMPIONSHIP 2021

AUGUST 2, 2021

大会ページのご案内

We're excited to announce the 2021 Digital CATAN World Championship!
Registration will begin on August 2, 2021. Provide your contact information below to receive an email with a link to our
registration page when it goes live.
The DCWC Ranking Qualifer events will take place starting the weekend of August 27, 2021. Ranking Qualifier events will be
hosted until October 31, 2021. The final Tournament Round, a one-day, single-elimination bracket tournament, will be held on
November 13, 2021. For more information on tournament structure and rules, please see the download link below.
Participation in the tournament requires an active CATAN Universe account. The email address you provide should match
the email address registered with CATAN Universe. We also need your Country of residence so that we can plan accordingly
based on time zone and language. Thanks for your assistance!
After preregistering, if you are a new subscriber to CATAN Studio emails, you will receive a confirmation email. Please check
all spam folders for this email and click the link inside to make sure you are opted in to receive email regarding the
DCWC. While there is a notice about consenting to a general marketing list, that is hard coded as part of the email

service. It is not applicable for this event sign-up. You will not be added to a general marketing list.

2021年デジタルカタン世界大会の開催が決定しました!
登録は2021年8月2日に開始されます。登録ページへのリンクを記載したメールをお送りするため、
下記事
前登録フォームからご連絡先をご記入ください。
DCWCのランキング予選イベントは、
2021年8月27日から10月31日までの週末に開催されます。最終的なト
ーナメントラウンドは、
1日限りのシングルエリミネーション方式のトーナメント戦で、
2021年11月13日に開催さ
れます。大会の構造やルールの詳細については、
以下のダウンロードリンクをご覧ください。
大会への参加には、
CATAN Universeのアカウントが必要です。
ご記入いただくEメールアドレスは、
CATAN Universeに登録されているEメールアドレスと一致している必要があります。
また、
タイムゾーン
や言語に応じた計画を立てるために、
お住まいの国の情報も必要です。
ご協力ありがとうございます。
事前登録後、
CATAN Studioのメールの新規登録者の方には、
確認メールをお送りします。迷惑メール
のフォルダもすべてチェックし、
確認メール内のリンクをクリックして、
DCWCに関するメールの受信を許可
していることを確認してください。一般的なマーケティングリストへの同意についてのお知らせがありますが
、
これはメールサービスの一部として組み込まれており、
このイベントへの登録には適用されません。
お客
様が一般的なマーケティングリストに追加されることはありません。

今すぐ事前登録

PRE-REGISTER NOW

国際大会
ランキング予選イベントは、
タイムゾーン別にスケジュールされているので、
自分の予定に合わせて参加
できます。
自分の実力を証明し、
決勝トーナメントへの出場権を獲得してください。

大会ルール（日本語版ルールあり）

CATAN for smartphones, tablets, Windows and Mac.

International Competition
Qualifier rounds are scheduled by time zone, meaning
you'll be able to play matches on your schedule. Prove
you're the best to win a spot at the Finals!

DOWNLOAD CATAN UNIVERSE

TOURNAMENT RULES

Play from Anywhere
The inaugural Digital World Championship tournament will be
hosted on CATAN Universe, the multi-platform adaption of

今すぐ事前登録！

Pre-Register Now!

2021年DCWC登録開始日
：2021年8月2日

2021 DCWC Registration begins August 2, 2021

EメールアドレスはCATAN Universeに登録されているEメールアドレスと一
致する必要があります。
タイムゾーンと言語計画のため、
国名が必要です。

Email must match email registered with CATAN Universe. Country
required for time zone and language planning.
You will receive a registration link when it goes live!
We process your data to administer participation in the DCWC only, which
can require us to send email to the address given. We will not add you to
a general marketing list, contrary to the statement below, which is
hardcoded into the platform. Use the links to find details in Privacy
Policies on those websites.
Watch your inbox for a confirmation email!

登録が開始されると、
登録リンクが送られてきます！
お客様のデータは、
DCWCへの参加を管理するため、
指定されたアドレスに
電子メールを送信する必要がある場合にのみ処理されます。以下の記述に
反して、
お客様を一般的なマーケティングリストに加えることはありません。
詳
細は、
リンク先のウェブサイトのプライバシーポリシーをご覧ください。
確認メールを受信してください。

* Email

Eメールアドレスを入力
First Name

名を入力
* Country

居住国を入力（Japan）
Submit Pre-Registration

By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Catan
Studio, 1995 County Road B2 W, Roseville, MN 55113, US,
http://www.catanstudio.com
You can revoke your consent to receive emails at any time by using the
SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. View Privacy Policy
Emails are serviced by Constant Contact

事前登録を申請

