PRESS RELEASE
2017 年 3 月 17 日

賞金総額 700 万円、シャドウバースの国内最強プレイヤーを決める！

「Shadowverse Rise of Bahamut～ファミ通 CUP2017～」
2017 年 3 月 26 日（日） 決勝大会開催！！
～ 決勝大会の模様は、一般公開。観覧無料！ ～
一般社団法人 e-sports 促進機構
一般社団法人 e-sports 促進機構（所在地：東京都中央
区、代表理事：高橋利幸）は、来る 2017 年 3 月 26 日
（日）、株式会社 Cygames（サイゲームス）の本格スマ
ホカードバトル『Shadowverse（以下、シャドウバー
ス）』の国内 No.1 を決める「Shadowverse Rise of
Bahamut〜ファミ通 CUP2017〜」
（特別協賛：ファミ
通、協賛：株式会社ウェブマネー／株式会社マウスコン
ピューター）を開催します。
会場は、東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」。東西予選
を勝ち抜いた 8 名の選手が、トーナメント方式で優勝者を決定します。優勝賞金は 400 万円、準
優勝 100 万円、賞金総額は 700 万円超えです。当日、会場では、決勝トーナメントの模様を観覧
席と大型モニターで一般公開します。大会特設サイト（https://shadowverse-famitsucup.com）
また、大会の模様は、ニコニコ生放送、FRESH！、OPENREC.tv、Twitch、YouTube Live から
LIVE 配信されます。このほか、一般参加者 4 人が集まるたびに実施する「4 人フライト式トーナ
メント」や『シャドウバース』に登場するキャラクターや公認コスプレイヤーと写真撮影できる「フ
ォトセッションコーナー」、本大会で使用する特別なモードを実際にプレイできる「大会モード体
験コーナー」を設けるなど、一般の方々にも楽しんでもらえるイベントとなります。
『シャドウバース』は、累計のダウンロード数が 800 万を突破した、日本を代表するデジタル TCG
です。独自の世界観とゲームデザイン、600 種類を超える美麗なカードイラストが、全世界 150 ヶ
国以上のゲームファンから支持を獲得しています。
「Shadowverse Rise of Bahamut〜ファミ通 CUP2017〜」は、『シャドウバース』の第 3 弾カー
ドパック「バハムート降臨」を使用するもので、
『シャドウバース』の大規模なオフライン大会とし
ては初めての開催となります。
予選では、大方の予想通り順当に勝ち進んだ選手がいる一方で、予想を覆す選手が決勝大会進出を
決めるなど、ドラマチックな展開もあり大きな盛り上がりを見せていました。決勝進出選手は、別
紙の通りとなります。
尚、決勝大会はシングルエリミネーション Bo5 方式（5 戦の内３勝した方が勝利）のトーナメント
戦で行います。果たして、国内 NO.1 の称号と優勝賞金 400 万円は、どの選手の手にわたるのか。
ファンならずとも大きな注目を集める決勝大会となります。是非、その瞬間をご取材くださいます
ようお願い申し上げます！！
取材要領は、別記の通りです。e-sports 促進機構 サイトトップページから「PRESS」ページの取
材受付フォームにてお申し込みください。URL https://e-sp.or.jp/press.html
※表彰式終了後、優勝選手の共同インタビューを行う予定です。

本件に関する報道関係各位からのお問い合わせ先
一般社団法人 e-sports 促進機構
e-mail
公式サイト https://e-sp.or.jp/ 問い合わせフォームより
Tel:03-4405-9120 / Fax:03-5539-3821
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-9-2 稲村ビル 302
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■「Shadowverse Rise of Bahamut～ファミ通 CUP2017～」決勝大会概要
名

称：Shadowverse Rise of Bahamut〜ファミ通 CUP2017〜

日

時：2017 年 3 月 26 日（日）10：00〜19：30（予定）プレス受付：9：00〜

会

場：東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」入場無料
※決勝大会：B1 イベントホール(一般観覧席あり)
※一般参加者イベント・パブリックビューイング：1F
住所 〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-12-8

主

催：一般社団法人 e-sports 促進機構

特別協賛：ファミ通
協

賛：株式会社ウェブマネー／株式会社マウスコンピューター

協

力：株式会社 Cygames

使用ゲーム：スマートフォンアプリゲーム『シャドウバース』
賞
URL

金：優勝 400 万円、準優勝 100 万円、3 位 50 万円、4 位 30 万円、5 位〜8 位 15 万円
：「Shadowverse Rise of Bahamut〜ファミ通 CUP2017〜」 大会特設サイト
https://shadowverse-famitsucup.com

当日スケジュール
9：00〜 開場・プレス受付開始
10：00〜 決勝トーナメント第 1 試合開始
一般参加者イベント 随時実施
16：30〜 3-4 位決定戦
18：00〜 決勝戦
19：00〜 表彰式 ※終了後共同インタビュー実施
19：30
終了（予定）
※スケジュールは、試合時間により大きく前後する可能性があります。
■決勝大会組み合わせ (シングルエリミネーション方式にて実施)

東日本代表(予選 1 位)

西日本代表(予選 1 位)

がっきー選手

ふらわぁ選手

西日本代表(予選 4 位)

東日本代表(予選 4 位)

SKIRGE 選手

ふぇぐ選手

優勝
優勝
東日本代表(予選 3 位)

西日本代表(予選 3 位)

Gumol 選手

ポテポテ選手

西日本代表(予選 2 位)

東日本代表(予選 2 位)

show 選手

misobon 選手
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■ ご取材要領
・B1 決勝大会会場には、プレス席を用意してあります。
・B1 決勝大会ステージは自由に撮影いただくことができます。
・出場選手への試合前インタビューはできません。
・敗者へのインタビューは、各選手の了承を得たうえで行ってください。
・1F 一般参加イベント会場での撮影は、開催模様全景を除き、来場者が特定できる場合はその
都度、来場者の了承を得てください。
・1F の公認コスプレイヤー「フォトセッションコーナー」の撮影要領につきましては、当日お
知らせいたします。
・表彰式終了後の優勝者共同インタビューは、「囲み取材」とします。
※その他、所定の事項は、当日プレス受付にてお知らせします。
■ 取材申し込み規定
① 第 3 種郵便物認可を取得し定期刊行物を発行している新聞社・出版社の編集者・記者・カメ
ラマン
② 上記定期刊行物に署名記事の掲載実績をもつフリージャーナリスト、ライターの方
※委託されているメディアからの申し込み・登録としていただきます。
③ 法人が開設するインターネット上のニュースまたは情報系サイト制作会社の編集者・記者・
スタッフ
④ BS･CS･ケーブルテレビを含むテレビ番組制作会社・記者・および撮影スタッフ
⑤ ラジオ番組制作会社・記者・およびスタッフ
⑥ 上記編集・制作会社または編集部と取材委託契約を結んでいるライター・カメラマン
⑦ 別途定める取材規定遵守に承諾いただける方
※ 個人でブログを開設している方、広告代理店・ＰＲ会社、新聞社・出版社・テレビ/ラジ
オ局の事業・広告営業部門（出展社ご担当者も含む）、調査会社・証券会社アナリスト、
は対象外とさせていただきます。
※ 各メディアの登録可否に関しては、e-sports 促進機構の判断によるものとし、上記登録
規定に含まれない場合は、e-sports 促進機構にて別途協議いたします。

■主催者「一般社団法人 e-sports 促進機構」概要
名 称
住 所
代表理事
理 事

監 事
主な目的

活

URL

動

一般社団法人 e-sports 促進機構
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-9-2 稲村ビル 302
高橋 利幸
浜村 弘一
松永 真理
平
信一
筧 誠一郎
宗像 紀夫
1.ゲーム文化の振興の為の調査、研究、及び競技の推進
2.ゲーム文化の振興の為の学会、研究会の活動、及び国際交流に対する助成
3.ゲーム大会の実施及び支援
4.ゲーム大会への協賛、報奨金等の提供
5.市場リサーチ、白書等の出版物の発行
一般社団法人 e-sports 促進機構では、関係各所と連携を図り、賞金や賞品の有無
に関わらず大会イベントや啓蒙活動などを通じて日本国内における e‐sports という
新たなゲームの楽しみ方の広範な認知を促進し、更なるゲーム文化の発展に寄与で
きるよう活動してまいります。
https://e-sp.or.jp/
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