オンラインｅスポーツ大会

2021年7月12日

社会人チャレンジャーズカップ～PUBG MOBILE 東京メトロ沿線企業対抗戦～
Powered by AFTER 6 LEAGUE を開催します！
2021 年 8 月 28 日（土）14 時～18 時半にオンライン開催
東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：山村 明義、以下「東京メト
ロ」）と凸版印刷株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：麿 秀晴、以下「凸版印
刷」）は、東京メトロの沿線に拠点を置く企業向けのｅスポーツ大会「社会人チャレンジャーズ
カップ～PUBG MOBILE東京メトロ沿線企業対抗戦～Powered by AFTER 6 LEAGUE」を2021年8月28日
（土）14時～18時半にオンラインにて開催することをお知らせいたします。
東京メトロは世代や性別に関わらず多くの方が楽しめるｅスポーツを通じ、「東京の魅力・活
力の共創」を実現すべく、ｅスポーツ事業を開始いたしました。2021年6月に赤羽岩淵駅にてｅス
ポーツ専用のトレーニング施設「ｅスポーツジム」をオープンし、さらなる事業の拡大に向けて
ｅスポーツ大会の開催についても準備を進めてまいりました。
本大会は、東京メトロが主催し、凸版印刷の運営のもと、地域ごとの社会人eスポーツの裾野を
広げるため凸版印刷を中心とするAFTER 6 LEAGUE実行委員会が新たに立ち上げた「社会人チャレ
ンジャーズカップ」の東京大会として開催いたします。
ゲームタイトルは全世界で10億ダウンロードを突破した「PUBG MOBILE」を用いて、東京メトロ
の各路線に拠点を置く企業の54チームで予選、決勝を行います。上位入賞チームには豪華賞品も
ご用意しております。
なお、本大会の上位4チームは全国大会となる「社会人マスターズカップ」への出場権を獲得し
ます。
本大会「社会人チャレンジャーズカップ～PUBG MOBILE東京メトロ沿線企業対抗戦～Powered
by AFTER 6 LEAGUE」に関する詳細は、別紙をご確認ください。

別

紙

社会人チャレンジャーズカップ～PUBG MOBILE 東京メトロ沿線企業対抗戦～
Powered by AFTER 6 LEAGUE 詳細
１ 大会詳細
（１）名称
社会人チャレンジャーズカップ～PUBG MOBILE 東京メトロ沿線企業対抗戦～
Powered by AFTER 6 LEAGUE
【大会 HP】https://a6l.jp/challengers/
【公式 Twitter】https://twitter.com/After6League
（２）ゲームタイトル
PUBG MOBILE（モバイルアプリ）
※最大 100 人のプレイヤーが、輸送機から孤島に降り立ちマップ内にある装備や車両を駆使して "最
後の 1 人"になるまで生き抜くバトルロイヤルゲーム。

（３）開催日
2021 年 8 月 28 日（土）14 時 00 分～18 時 30 分
※時間は変更の可能性有
（４）開催場所
オンライン開催（当日 LIVE 配信有り）
（５）募集人数
1 チーム 4～5 名の 54 チーム（1 沿線 6 チーム × 9 路線）
※1 チーム 5 名(レギュラー4 人、リザーブ 1 名)まで、4 名での応募も可能
※応募多数の場合、増枠の可能性あり
（６）参加費
無料
（７）参加方法
大会エントリーフォーム（以下 URL）より必要事項を入力し、エントリーをお願いします。
https://forms.gle/F9RsoKXPJZwip3t37
（８）申込み期間
2021 年 7 月 12 日（月）～2021 年 8 月 15 日（日）23 時 59 分
（９）参加資格
① 企業の事務所や店舗（店舗名への記載も含む）等の拠点の最寄り駅が、東京地下鉄株式会社
の運営する東京メトロ 9 路線（銀座線・丸ノ内線・日比谷線・東西線・千代田線・有楽町
線・半蔵門線・南北線・副都心線）の駅にあること。
② ボイスチャットアプリ Discord が利用でき、Discord 上で本事務局からの連絡に応答できる
こと。
③ 日本語で大会運営スタッフや他の選手と円滑にコミュニケーションが取れること。
※詳細は大会ＨＰ（https://a6l.jp/challengers/）より大会規約をご確認ください。

（１０）賞品
各グループでの上位入賞者（1 位～4 位）へそれぞれ授与予定
（１１）配信先
『AFTER 6 LEAGUE -社会人 e スポーツリーグ-』 YouTube チャンネルにて当日 LIVE 配信
https://www.youtube.com/channel/UCISk1mypsJK_fSwwN9-vBDQ
２

運営会社
凸版印刷株式会社

３

後援
一般社団法人日本 e スポーツ連合

４

キャスト

【実況】
シンイチロォ
元吉本芸人の e スポーツキャスターで持ち味は来場
者・視聴者とともに盛り上がる実況。

【解説】
みしぇる
公式大会など数多くの e スポーツ大会・番組で解説
を務める PUBG MOBILE 公式パートナー。
ストリーマーとしても人気。AFTER 6 LEAGUE のメイ
ン解説も務める。

【ゲスト】
天音利梛
アイドルグループ KiREI のメンバー。個人でも
YouTube にてゲームの生配信やコスプレによる
Tiktok 配信を行っている。
Crest Gaming Iris のリーダー的存在。

５

社会人マスターズカップ～PUBG MOBILE 全国企業対抗戦～Powered by AFTER 6 LEAGUE
東京メトロ沿線企業対抗戦の上位 4 チームは「社会人マスターズカップ～PUBG MOBILE 全国
企業対抗戦～Powered by AFTER 6 LEAGUE」の出場権を獲得します。
「社会人マスターズカップ」は、東京メトロ沿線企業対抗戦をはじめとした「AFTER 6
LEAGUE season1」、「PUBG MOBILE 企業対抗戦 2021 SEASON1」、「社会人チャレンジャーズカ
ップ～PUBG MOBILE 中部 5 県企業対抗戦～Powered by AFTER 6 LEAGUE」の上位入賞 16 チーム及
び招待チームの計 17 チームが出場する「PUBG MOBILE」 の全国大会であり、2021 年 9 月 4
日（土）にオンラインで開催されます。

６

協賛企業 (順不同)
大成建設株式会社、三菱電機株式会社、株式会社ローソン、合同会社 Endian、シュア・ジャパ
ン株式会社、アルインコ株式会社、株式会社日立製作所、コクヨ株式会社、
Predator powered by Acer (日本エイサー株式会社)、ヒューマンアカデミー株式会社、
日本 PC サービス株式会社、渡作株式会社

参
PUBG MOBILE

考

ゲーム概要

『PUBG MOBILE』は最大 100 人のプレイヤーが、マップ内にある装備などを駆使して"最後の 1
人"になるまで生き抜くバトルロイヤルゲームです。プレイヤーは段々狭くなる安全地帯内で、ラ
ンダムに配置されている武器や車両、装備アイテムを駆使して生存競争に臨みます。
最後の 1 人まで生き残ったプレイヤーの画面には「勝った!勝った!夕飯はドン勝だ!!」という
メッセージが表示されるため、プレイヤーは「ドン勝」を目指して戦います。日本では 2018 年 5
月 16 日(水)にサービスを開始し、全世界 10 億ダウンロードを突破いたしました。
タイトル

PUBG MOBILE

ジャンル

バトルロイヤルシューター

対応機種

iOS（iPhone、iPad）／Android

価格

基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

配信開始日

2018 年 5 月 16 日（水）

権利表記

© 2021 KRAFTON, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

公式サイト

https://pubgmobile.jp

公式 Twitter

https://twitter.com/PUBGMOBILE_JP

「e スポーツジム™」赤羽岩淵店について
「eスポーツジム™」赤羽岩淵店は東京メトロとゲシピ株式
会社が、2021年6月28日（月）に南北線赤羽岩淵駅3番出入口
横にオープンした日本初※のｅスポーツ専用のジム施設で
す。
「明るく、健康的で、誰でも入りやすいｅスポーツ施設」
をコンセプトに、ｅスポーツを楽しむ方がオープンで心地よ
く過ごせる場所をイメージした施設で、月額会員制でのジム
店舗の利用に加え、プロプレイヤー等からレッスンが受けら
れるサービスを提供します。
詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。
「e スポーツジム™」公式ウェブサイト
https://esportsgym.tokyo/register-lp
※プロプレイヤーの指導を受けられる月額会員制のeスポーツ専門施設として（東京メトロ調べ）

