
2019 年 5 月 10 日

各位

株式会社ヤマダ電機

「YAMADA Cup eSports 大会」詳細に関するお知らせ

『総額 200 万円分のギフト券をかけたトーナメント!! 』

2019 年 4 月 25 日にプレスリリースでご案内させていただいた「e スポーツ大会『YAMADA Cup eSports 大会』開催予定

に関するお知らせ」の詳細が決定しましたのでお知らせします。

ヤマダ電機は、株式会社バンダイナムコエンターテインメントより好評発売中の『鉄拳7』（Steam®版）を使用した全国大会

『YAMADA Cup eSports 大会』を開催します。5月25日の関西予選を皮切りに地区予選および決勝大会の日に当日予選を

おこない、勝ち残った8名による決勝トーナメントを8月24日に LABI1 LIFE SELECT 高崎（群馬県）にて実施します。

･ 大会日程及び参加募集期間 各会場募集は開始しております

エントリーフォーム掲載ページURL https://www.yamada-denki.jp/information/e-sports2019/

開催地区 開催日 開催場所（店舗） 参加募集締切

関西予選 5/25（土） LABI1 なんば 5/20（月）23：59

九州予選 6/ 2（日） 家電住まいる館 YAMADA福岡香椎店 5/27（月）23：59

関東予選 6/15（土） LABI1 日本総本店 池袋 6/10（月）23：59

東北予選 7/14（日） LABI 仙台 7/ 8（月）23：59

北海道予選 7/27（土） テックランド札幌本店 7/22（月）23：59

中部予選 8/11（日） LABI 名古屋 8/ 5（月）23：59

当日予選・決勝大会 8/24（土） LABI1 LIFE SELECT 高崎 8/19（月）23：59

･ 賞金（ギフト商品券）

各会場予選通過者による決勝大会の結果をもってギフト商品券を贈呈します。（表彰式は決勝大会当日 21 時を予定しております）

順 位 ギフト商品券 順 位 ギフト商品券

優 勝 1,000,000 円分 4 位 100,000 円分

準優勝 500,000 円分 5 位 ・ 6 位 60,000 円分

3 位 200,000 円分 7 位 ・ 8 位 40,000 円分

総 額 2,000,000 円分

https://www.yamada-denki.jp/information/e-sports2019/


･ 参加募集人数

予選会場ごと最大 32 名（応募多数の場合は抽選をします）※関東予選は最大 64名で 2枠

･ 大会参加資格

参加される予選実施当日に１5歳以上の方に限ります。

大会参加者は予選大会参加時に同意書が必要です。

（同意書は当選メールに添付します。プリントアウトの上必要事項を記入、署名捺印し、当日持参してください。未成年者につきまして

は、親権者の署名も必要となります）

外国籍の方でも参加可能（日本語コミュニケーション可能な方に限ります）

8/24 実施予定の決勝大会に出場可能な方に限ります。

･ 参加申込方法

本大会への参加申込は、WEB の専用エントリーフォームのみの受付です。

エントリーフォーム掲載ページURL https://www.yamada-denki.jp/information/e-sports2019/（店舗への直接来店や電話・メール

等での受付は行なっておりません）また、参加申込は事前のみとし、当日会場での申込は受付しません。

予選の重複参加は可能。ただし予選通過者はその後の予選には参加できません。

既にその後の予選に応募している場合は、辞退扱いとなります。

当選者には、各予選実施 3 日前ごろまでに当選通知をメールにて送ります。

当選通知メールの送信が、当落結果の発表となります。落選の方には連絡致しません。

･ 会場までの交通・宿泊費

予選会場までの旅費及び宿泊費等大会遠征にかかる費用は参加者負担となります。

予選通過者については、決勝大会への交通費・前後の宿泊を運営事務局にて準備します。（交通費は、外国から日本までのものは

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）

なお、交通費の清算については、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清算できませんのでご

注意ください。

･ 予選大会ルール

使用ソフト ：鉄拳 7（Steam®版） / 使用バージョン：大会開催時点での最新バージョン

使用モード ：VERSUS BATTLE モード

試合形式 :: 1 vs 1 シングルイリミネーション形式 3 ラウンド先取・ 2 試合先取制

ラウンドタイム :: 60 秒

対戦ステージ選択 ：ランダムセレクト（毎試合ごとに選択。再選不可）

プレイヤーサイド決定 ：トーナメント表の上または左の選手を 1P、下または右の選手を 2P とします。

キャラクター選択 ：最初の試合は審判事前申告制

2試合目以降は前試合負けた選手のみキャラクター変更可

キャラクターカスタマイズ ：デフォルトを使用

・ 決勝大会ルール

使用ソフト ：鉄拳 7（Steam®版） / 使用バージョン：大会開催時点での最新バージョン

使用モード ：VERSUS BATTLE モード

試合形式 ：1 vs 1 ダブルイリミネーション形式 3 ラウンド先取・ 2 試合先取制

ラウンドタイム : 60 秒

（ウィナーズファイナル、ルーザーズファイナル、グランドファイナルについては 3試合先取制）

対戦ステージ選択 :ランダムセレクト（毎試合ごとに選択。再選不可）

プレイヤーサイド決定 ：トーナメント表の上または左の選手を 1P、下または右の選手を 2P とします。

キャラクター選択 ：最初の試合は審判事前申告制

2試合目以降は前試合負けた選手のみキャラクター変更可

キャラクターカスタマイズ ：デフォルトを使用

https://www.yamada-denki.jp/information/e-sports2019/


主催：株式会社ヤマダ電機

協賛：デル株式会社、ソースネクスト株式会社、株式会社ロジクール、エレコム株式会社

【発行元】株式会社ヤマダ電機 広報部

群馬県高崎市栄町 1-1 電話：027-345-8947 FAX：027-345-8948

本大会へのご質問・お問い合せ・出場辞退等のご連絡は yamadacup_support@g-x.jp までお願いいたします。

店頭やお電話、ヤマダ電機の各種お問合せ先へのご連絡、SNS へのリプライ、ダイレクトメッセージなどではお答えできませんのでご注意

ください。

上記記載の情報は、2019 年 5月 10 日現在の情報であり、今後変更されることもありますので、あらかじめご了承くだ

さい。

･ 大会タイムスケジュール

試合進行状況等により終了時間が遅くなる場合があります。

◆関西、九州、東北、北海道、中部予選 ◆関東予選

•11:00 開場 •11:00 開場

•12:00～13:00 参加者受付 •12:00～13:00 前半の部 参加者受付

•13:00～16:00 予選大会 •13:00～16:00 前半の部 予選大会

•16:00～18:00 対戦会 •16:00～17:00 後半の部 参加者受付

※対戦会のうち、16:00～17:00 で実況解説による組手を •17:00～20:00 後半の部 予選大会

実施予定

◆決勝大会

•10:00 開場

•11:00～12:00 参加者受付

•12:00～15:00 当日予選大会

•15:00～16:00 休憩

•16:00～21:20 決勝大会・表彰式

mailto:yamadacup_support@g-x.jp

