
レクチャーイベント
レクチャーイベントの受付は15分前から始まります。

レクチャーイベントは、ティーチングキャラバンのスタッフと一緒に、マジックの遊び方を教えてもらいながら参加できるイベントです。

時間 イベント名 参加費 フォーマット 賞品 参加賞プロモ ファナティック？

12:15
13:15
14:15
15:15
16:15

金曜ティーチング
キャラバンスペシャル

無料 ウェルカムデッキ
対戦会

参加賞として紙製プレイマットとデッキボックスが贈られます。 なし なし

10:15
12:45
15:15

土曜ティーチング
キャラバンスペシャル

無料 ウェルカムデッキ
対戦会

参加賞として紙製プレイマットとデッキボックスが贈られます。 なし なし

11:15
13:45

土曜ビギナーズ
シールド

3000円 シールド
（基本セット2020）

基本セット2020 プレリリースパック（日本語）を
使用したシールドです。
ティーチングキャラバンのスタッフが、デッキ構築をアドバイスします。

3回戦で、サイドボードなし、1ゲーム勝ったプレイヤーの勝ちです。
イベント終了後、参加者全員に2パックが贈られます。

各回定員24名

基本土地プロモ1枚 なし

16:15
17:15

土曜ビギナーズ
ドラフト

2000円 ブースタードラフト
（基本セット2020）

基本セット2020 （日本語）を3パック使用した
ブースタードラフトです。
ティーチングキャラバンのスタッフが、ルールを説明します。

1回戦で、サイドボードなし、1ゲーム勝ったプレイヤーの勝ちです。
イベント終了後、参加者全員に2パックが贈られます。

各回定員24名

基本土地プロモ1枚 なし

10:15
12:45
15:15

日曜ティーチング
キャラバンスペシャル

無料 ウェルカムデッキ
対戦会

参加賞として紙製プレイマットとデッキボックスが贈られます。 なし なし

11:15
13:45

日曜ビギナーズ
シールド

3000円 シールド
（基本セット2020）

基本セット2020 プレリリースパック（日本語）を
使用したシールドです。
ティーチングキャラバンのスタッフが、デッキ構築をアドバイスします。

3回戦で、サイドボードなし、1ゲーム勝ったプレイヤーの勝ちです。
イベント終了後、参加者全員に2パックが贈られます。

各回定員24名

基本土地プロモ1枚 なし

16:15
17:15

日曜ビギナーズ
ドラフト

2000円 ブースタードラフト
（基本セット2020）

基本セット2020 （日本語）を3パック使用した
ブースタードラフトです。
ティーチングキャラバンのスタッフが、ルールを説明します。

1回戦で、サイドボードなし、1ゲーム勝ったプレイヤーの勝ちです。
イベント終了後、参加者全員に2パックが贈られます。

各回定員24名

基本土地プロモ1枚 なし

賞品欄の特に記載のないパックは、スタンダードのパックです。

プレインズウォーカーポイントは加算されません。

オンデマンドイベント
オンデマンドイベントは、イベントに必要なプレイヤーが集まりしだい、すぐに開始するイベントです。

受付時間 イベント名 参加費 フォーマット 賞品 参加賞プロモ ファナティック？

12:00-17:00 金曜
8人ブースタードラフト
 （基本セット2020）

2000円 ブースタードラフト
  （基本セット2020）

9マッチポイント – 8パック
6マッチポイント – 4パック
3マッチポイント – 2パック

基本土地プロモ1枚 リミテッド
チケット1枚

12:00-19:30 金曜
2人構築（ターボタウン）*

500円 スタンダード
モダン
レガシー

1回戦です。
勝ち - 2パック
負け - 1パック

なし なし

12:00-18:00 金曜
4人統率者戦*

1000円 統率者戦 参加者全員に2パックが贈られます。 基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

12:00-17:00 土曜
8人ブースタードラフト
 （基本セット2020）

2000円 ブースタードラフト
  （基本セット2020）

9マッチポイント – 8パック
6マッチポイント – 4パック
3マッチポイント – 2パック

基本土地プロモ1枚 リミテッド
チケット1枚

12:00-17:00 土曜8人ブースタードラフト
 （カオスドラフト）*

2500円 カオスドラフト 直近5年以内に発売されたパックを
使用したカオスドラフトです。
基本土地プロモ1枚が贈られます。
 9マッチポイント – 8パック
 6マッチポイント – 4パック
 3マッチポイント – 2パック

基本土地プロモ1枚 リミテッド
チケット1枚

12:00-18:00 土曜
4人統率者戦*

1000円 統率者戦 参加者全員に2パックが贈られます。 基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

12:00-19:30 土曜
2構築（ターボタウン）*

500円 スタンダード
モダン
レガシー

1回戦です。
勝ち - 2パック
負け - 1パック

なし なし

10:00-18:00 日曜
8人構築

2000円 スタンダード
モダン
レガシー

9マッチポイント – 16パック
6マッチポイント – 8パック
3マッチポイント – 2パック

基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

10:00-17:00 日曜
8人ブースタードラフト
 （基本セット2020）

2000円 ブースタードラフト
  （基本セット2020）

9マッチポイント – 8パック
6マッチポイント – 4パック
3マッチポイント – 2パック

基本土地プロモ1枚 リミテッド
チケット1枚

10:00-17:00 日曜
8人ブースタードラフト
 （カオスドラフト）*

2500円 カオスドラフト 直近5年以内のパックを
使用したカオスドラフトです。
基本土地プロモ1枚が贈られます。
9マッチポイント – 8パック
6マッチポイント – 4パック
3マッチポイント – 2パック

基本土地プロモ1枚 リミテッド
チケット1枚

10:00-18:00 日曜
4人統率者戦*

1000円 統率者戦 参加者全員に2パックが贈られます。 基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

10:00-18:00 日曜
2構築（ターボタウン）*

500円 スタンダード
モダン
レガシー

1回戦です。
勝ち - 2パック
負け - 1パック

なし なし

*のマークはカジュアルイベントを表します。成績にかかわらず、1点の生涯ポイントが加算されます。



†のマークはルール適用度が「競技」を表します。デッキリストが必要です。

賞品欄の特に記載のないパックは、スタンダードのパックです。

金曜日 - ラストチャンストライアル
ラストチャンストライアルは10時45分から16時45分まで、30分おきに開始となります。受付は30分前から10分前までです。

開始時間 イベント名 参加費 フォーマット 賞品 参加賞プロモ ファナティック？

10:45 メガラストチャンス
トライアル1†

2000円 モダン シングルエリミネーションです。
4勝 - 2不戦勝と16パック
3勝 - 16パック
2勝 - 6パック
1勝 - 2パック

基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

11:15 メガラストチャンス
トライアル2†

3500円 シールド
(基本セット2020)

シングルエリミネーションです。
4勝 - 2不戦勝と16パック
3勝 - 16パック
2勝 - 6パック
1勝 - 2パック

FOIL版テキストなし
《稲妻》1枚

リミテッド
チケット1枚

11:45 メガラストチャンス
トライアル3†

3500円 シールド
(基本セット2020)

シングルエリミネーションです。
4勝 - 2不戦勝と16パック
3勝 - 16パック
2勝 - 6パック
1勝 - 2パック

基本土地プロモ1枚 リミテッド
チケット1枚

12:15 メガラストチャンス
トライアル4†

3500円 シールド
(基本セット2020)

シングルエリミネーションです。
4勝 - 2不戦勝と16パック
3勝 - 16パック
2勝 - 6パック
1勝 - 2パック

基本土地プロモ1枚 リミテッド
チケット1枚

12:45 メガラストチャンス
トライアル5†

3500円 シールド
(基本セット2020)

シングルエリミネーションです。
4勝 - 2不戦勝と16パック
3勝 - 16パック
2勝 - 6パック
1勝 - 2パック

基本土地プロモ1枚 リミテッド
チケット1枚

13:15 メガラストチャンス
トライアル6†

3500円 シールド
(基本セット2020)

シングルエリミネーションです。
4勝 - 2不戦勝と16パック
3勝 - 16パック
2勝 - 6パック
1勝 - 2パック

基本土地プロモ1枚 リミテッド
チケット1枚

13:45 メガラストチャンス
トライアル7†

3500円 シールド
(基本セット2020)

シングルエリミネーションです。
4勝 - 2不戦勝と16パック
3勝 - 16パック
2勝 - 6パック
1勝 - 2パック

基本土地プロモ1枚 リミテッド
チケット1枚

14:15 メガラストチャンス
トライアル8†

3500円 シールド
(基本セット2020)

シングルエリミネーションです。
4勝 - 2不戦勝と16パック
3勝 - 16パック
2勝 - 6パック
1勝 - 2パック

基本土地プロモ1枚 リミテッド
チケット1枚

14:45 メガラストチャンス
トライアル9†

3500円 シールド
(基本セット2020)

シングルエリミネーションです。
4勝 - 2不戦勝と16パック
3勝 - 16パック
2勝 - 6パック
1勝 - 2パック

基本土地プロモ1枚 リミテッド
チケット1枚

15:15 メガラストチャンス
トライアル10†

2000円 モダン シングルエリミネーションです。
4勝 - 2不戦勝と16パック
3勝 - 16パック
2勝 - 6パック
1勝 - 2パック

基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

15:45 メガラストチャンス
トライアル11†

3500円 シールド
(基本セット2020)

シングルエリミネーションです。
4勝 - 2不戦勝と16パック
3勝 - 16パック
2勝 - 6パック
1勝 - 2パック

基本土地プロモ1枚 リミテッド
チケット1枚

16:15 メガラストチャンス
トライアル12†

3500円 シールド
(基本セット2020)

シングルエリミネーションです。
4勝 - 2不戦勝と16パック
3勝 - 16パック
2勝 - 6パック
1勝 - 2パック

基本土地プロモ1枚 リミテッド
チケット1枚

16:45 メガラストチャンス
トライアル13†

3500円 シールド
(基本セット2020)

シングルエリミネーションです。
4勝 - 2不戦勝と16パック
3勝 - 16パック
2勝 - 6パック
1勝 - 2パック

基本土地プロモ1枚 リミテッド
チケット1枚

†のマークはルール適用度が「競技」を表します。デッキリストが必要です。

賞品欄の特に記載のないパックは、スタンダードのパックです。

金曜日のスケジュールイベント
サイドイベントの受付は、開始時間の60分前から10分前まで行います。

ベーシックイベントはスイス3回戦固定です。
ベーシックイベントの賞品は右の表になります。
2倍イベントはノーマル版《稲妻》プロモ、
それ以外のイベントは基本土地プロモが贈られます。

ベーシックイベント賞品表
2倍イベントはノーマル版《稲妻》プロモ、それ以外のイベントは基本土地プロモが送られます。
3-0-0 (9 マッチポイント) – 12 パック
2-0-1 (7 マッチポイント) – 8 パック
2-1-0 (6 マッチポイント) – 4 パック
1-1-1 or 1-0-2 (4 or 5 マッチポイント) – 3 パック
1-2-0 (3 マッチポイント) – 2パック

開始時間 イベント名 参加費 フォーマット 賞品 参加賞プロモ ファナティック？

11:00 金曜
2倍スタンダード
 （スタンダード1）

3500円 スタンダード ベーシックイベントの賞品を
2倍にしたものに準じます。

ノーマル版テキストなし
《稲妻》1枚

構築2倍
チケット1枚



11:30

WEB受付あり

金曜
ミシック予選
・リッチモンド †
 

6500円 リミテッド
(基本セット2020)

WEB受付と当日受付があります。
参加者が256名までは5回戦、
257名以上は6回戦です。定員512名。
上位8名によるシングルエリミネーション（ドラフト）が
あります。
15マッチポイント以上のプレイヤーは 
GP千葉の2不戦勝が贈られます。
1位 - ミシックチャンピオンシップ『リッチモンド』の
参加権利と基本セット2020アンカットシート
（FOIL/英語）が贈られます。
2位 - 追加で36パックと基本セット2020の
コンプリートセット（ノーマル/日本語）が贈られます。
3位 /4位- 追加で72パック
5-8位 - 追加で36パック
18マッチポイント - 24 パック 
16,17 マッチポイント - 21 パック
15 マッチポイント - 18 パック
13-14 マッチポイント - 15 パック
12 マッチポイント - 12 パック
10-11 マッチポイント - 9 パック
9 マッチポイント - 6 パック

ノーマル版テキストなし
《稲妻》1枚

なし

12:00 金曜
2倍レガシー
 （レガシー1）

3500円 レガシー ベーシックイベントの賞品を
 2倍にしたものに準じます。

ノーマル版テキストなし
《稲妻》1枚

構築2倍
チケット1枚

12:30 金曜
シールド1

3000円 シールド
(灯争大戦)

ベーシックイベントの賞品に準じます。 基本土地プロモ1枚 リミテッド
チケット1枚

13:30 金曜
モダン1

2000円 モダン ベーシックイベントの賞品に準じます。 基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

14:30 金曜
スタンダード2

2000円 スタンダード ベーシックイベントの賞品に準じます。 基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

15:30 金曜
エターナルウィークエンド
トライアル(レガシー2)

3000円 レガシー スイス4回戦です。
4-0-0 (12 マッチポイント) – 18 パックと1不戦勝
3-1-0 (9 マッチポイント) と3-0-1 (10 マッチポイント) – 12 パック
2-0-1 (7 マッチポイント) – 9 パック
2-1-0 (6 マッチポイント) – 6 パック
1-1-1 or 1-0-2 (4 or 5 マッチポイント) – 4 パック
1-2-0 (3 マッチポイント) – 2パック
ルール適用度は一般です。

基本土地プロモ1枚 なし

16:30 金曜2倍シールド
 （シールド2）

5000円 シールド
(灯争大戦)

ベーシックイベントの賞品を
 2倍にしたものに準じます。

ノーマル版テキストなし
《稲妻》1枚

リミテッド2倍
チケット1枚

17:00 金曜2倍モダン
 （モダン2）

3500円 モダン ベーシックイベントの賞品を
 2倍にしたものに準じます。

ノーマル版テキストなし
《稲妻》1枚

構築2倍
チケット1枚

18:00 金曜スタンダード3 2000円 スタンダード ベーシックイベントの賞品に準じます。 基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

19:00 金曜ブースターブリッツ
(4Game)*

2000円 ブースターブリッツ
(基本セット2020)

1パックから3枚のデッキを4つ作成します。
 詳しいルールはこちら
 （https://www.youtube.com/watch?v=o0S-ups0N3w）
 スイス4回戦です。4ゲーム中2ゲーム先取です。
 12マッチポイント – 6 パック
 9,10,11 マッチポイント – 4 パック
 6,7,8 マッチポイントポイント - 2 パック
 3,4,5 マッチポイントポイント - 1 パック
 

基本土地プロモ1枚 リミテッド
チケット1枚

*のマークはカジュアルイベントを表します。成績にかかわらず、1点の生涯ポイントが加算されます。

†のマークはルール適用度が「競技」を表します。デッキリストが必要です。

賞品欄の特に記載のないパックは、スタンダードのパックです。

土曜日のイベント
サイドイベントの受付は、開始時間の60分前から10分前まで行います。

ベーシックイベントはスイス3回戦固定です。
 ベーシックイベントの賞品は右の表になります。
2倍イベントはノーマル版《稲妻》プロモ、
それ以外のイベントは基本土地プロモが贈られます。

ベーシックイベント賞品表
2倍イベントはノーマル版《稲妻》プロモ、それ以外のイベントは基本土地プロモが送られます。
3-0-0 (9 マッチポイント) – 12 パック
2-0-1 (7 マッチポイント) – 8 パック
2-1-0 (6 マッチポイント) – 4 パック
1-1-1 or 1-0-2 (4 or 5 マッチポイント) – 3 パック
1-2-0 (3 マッチポイント) – 2パック

開始時間 イベント名 参加費 フォーマット 賞品 参加賞プロモ ファナティック？

9:00 グランプリ千葉
 本戦（シールド）
 1日目†

10000円 シールド
(基本セット2020)

1日目は全9回戦です。スイスドロー8回戦を行い、
6勝2敗以上（マッチポイント18点以上）のプレイヤーのみ、
9回戦以降（2日目を含む）に進むことができます。

FOIL版テキストなし
《稲妻》1枚

なし

9:30 土曜
エターナルウィークエンド
トライアル(レガシー1)

3000円 レガシー スイス4回戦です。
4-0-0 (12 マッチポイント) – 18 パックと
1不戦勝（アジアレガシー選手権2019）
3-1-0 (9 マッチポイント) と3-0-1 (10 マッチポイント) – 12 パック
2-0-1 (7 マッチポイント) – 9 パック
2-1-0 (6 マッチポイント) – 6 パック
1-1-1 or 1-0-2 (4 or 5 マッチポイント) – 4 パック
1-2-0 (3 マッチポイント) – 2パック
ルール適用度は一般です。

基本土地プロモ1枚 なし

10:00 土曜
2倍スタンダード
 （スタンダード1）

3500円 スタンダード ベーシックイベントの賞品を
2倍にしたものに準じます。

ノーマル版テキストなし
《稲妻》1枚

構築2倍
チケット1枚

10:15 土曜
エターナルウィークエンド
トライアル(ヴィンテージ1)

3000円 ヴィンテージ スイス4回戦です。
4-0-0 (12 マッチポイント) – 18 パックと
1不戦勝（アジアヴィンテージ選手権2019）
3-1-0 (9 マッチポイント) と3-0-1 (10 マッチポイント) – 12 パック
2-0-1 (7 マッチポイント) – 9 パック
2-1-0 (6 マッチポイント) – 6 パック
1-1-1 or 1-0-2 (4 or 5 マッチポイント) – 4 パック
1-2-0 (3 マッチポイント) – 2パック
ルール適用度は一般です。

基本土地プロモ1枚 なし

11:00 土曜
2倍シールド
 （シールド1）

5000円 シールド
(灯争大戦)

ベーシックイベントの賞品を
2倍にしたものに準じます。

ノーマル版テキストなし
《稲妻》1枚

リミテッド2倍
チケット1枚

11:30 土曜
モダン1

2000円 モダン ベーシックイベントの賞品に準じます。 基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

12:00 土曜
旧枠モダン1*

2000円 旧枠モダン ベーシックイベントの賞品に準じます。
初出がスカージ・第7版以前のカードのみが使用可です。
(条件を満たしていれば再録後のカードも使用できます) 
詳しいルールはこちら（http://urx3.nu/uDWl）

基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

12:30 土曜
1ゲームスタンダード
（BO1スタンダード1)

2000円 BO1スタンダード ベーシックイベントの賞品に準じます。
サイドボードなし1ゲーム先取です。1ゲーム25分です。

MTGアリーナのコード
（3パック）

構築チケット1枚

13:00 土曜
レガシー2

2000円 レガシー ベーシックイベントの賞品に準じます。 基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚



13:30 土曜
スタンダード2

2000円 スタンダード ベーシックイベントの賞品に準じます。 基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

14:30 土曜
ヴィンテージ2

2000円 ヴィンテージ ベーシックイベントの賞品に準じます。 基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

15:00 土曜
ミシック予選
・リッチモンド †
 

6500円 リミテッド
(基本セット2020)

WEB受付と当日受付があります。
5回戦です。定員256名。
上位8名によるシングルエリミネーション（ドラフト）が
あります。

18マッチポイント - 24 パック 
16,17 マッチポイント - 21 パック
15 マッチポイント - 18 パック
13-14 マッチポイント - 15 パック
12 マッチポイント - 12 パック
10-11 マッチポイント - 9 パック
9 マッチポイント - 6 パック

ノーマル版テキストなし
《稲妻》1枚

なし

16:00 土曜
2倍モダン
（モダン2）

3500円 モダン ベーシックイベントの賞品を
 2倍にしたものに準じます。

ノーマル版テキストなし
《稲妻》1枚

構築2倍
チケット1枚

16:30 土曜
シールド2

3000円 シールド
(灯争大戦)

ベーシックイベントの賞品に準じます。 基本土地プロモ1枚 リミテッド
チケット1枚

17:00 土曜
スタンダード3

2000円 スタンダード ベーシックイベントの賞品に準じます。 基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

17:30 土曜2倍レガシー
（レガシー3）

3500円 レガシー ベーシックイベントの賞品に準じます。 ノーマル版テキストなし
《稲妻》1枚

構築2倍
チケット1枚

18:00 土曜
旧枠モダン2*

2000円 旧枠モダン ベーシックイベントの賞品に準じます。
初出がスカージ・第7版以前のカードのみが使用可です。
(条件を満たしていれば再録後のカードも使用できます) 
詳しいルールはこちら（http://urx3.nu/uDWl）

基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

18:30 土曜
ブースターブリッツ
(6Game)*

3500円 ブースターブリッツ
(基本セット2020)

1パックから3枚のデッキを4つ作成します。
詳しいルールはこちら
（https://www.youtube.com/watch?v=o0S-ups0N3w）
スイス6回戦です。
4ゲーム中2ゲーム先取です。
上位8名による決勝ラウンドがあります。
128名以上の場合は2つのトーナメントに分けます。
1ラウンド構築が5分、対戦が10分です。
 
 1位 - 追加で36パックと特別な賞品
 2位 - 追加で18パック
 3位 / 4位- 追加で9パック
 1-8位 - MF千葉プレイマット
（虚空の力線）
15+ マッチポイント - 12パック
 13-14 マッチポイント - 9 パック
 12 マッチポイント - 6 パック
 10-11 マッチポイント - 3 パック
 9 マッチポイント -2 パック

基本土地プロモ1枚 なし

*のマークはカジュアルイベントを表します。成績にかかわらず、1点の生涯ポイントが加算されます。

†のマークはルール適用度が「競技」を表します。デッキリストが必要です。

賞品欄の特に記載のないパックは、スタンダードのパックです。

日曜日のイベント
サイドイベントの受付は、開始時間の60分前から10分前まで行います。

ベーシックイベントはスイス3回戦固定です。
 ベーシックイベントの賞品は右の表になります。
2倍イベントはノーマル版《稲妻》プロモ、
それ以外のイベントは基本土地プロモが贈られます。

ベーシックイベント賞品表
2倍イベントはノーマル版《稲妻》プロモ、それ以外のイベントは基本土地プロモが送られます。
3-0-0 (9 マッチポイント) – 12 パック
2-0-1 (7 マッチポイント) – 8 パック
2-1-0 (6 マッチポイント) – 4 パック
1-1-1 or 1-0-2 (4 or 5 マッチポイント) – 3 パック
1-2-0 (3 マッチポイント) – 2パック

開始時間 イベント名 参加費 フォーマット 賞品 参加賞プロモ ファナティック？

8:15 土曜ミシック予選
・リッチモンド
 決勝†
 

権利者のみ ブースタードラフト
(基本セット2020)

土曜日のイベントの決勝戦です。
1位 - ミシックチャンピオンシップ『リッチモンド』の
参加権利と基本セット2020アンカットシート
（FOIL/英語）が贈られます。
2位 - 追加で36パックと基本セット2020の
コンプリートセット（ノーマル/日本語）が贈られます。
3位 /4位- 追加で72パック
5-8位 - 追加で36パック

なし なし

8:45

土曜日18:30～
閉場まで受付を

行います。

日曜2倍レガシー
（レガシー1）

3500円 レガシー ベーシックイベントの賞品を
2倍にしたものに準じます。

ノーマル版テキストなし
《稲妻》1枚

構築2倍
チケット1枚

9:00 グランプリ千葉
 本戦（リミテッド）†
 2日目

権利者のみ ブースタードラフト
(基本セット2020)

2日目はスイス6回戦です。
全15回戦終了後に上位8名による決勝ラウンドが行われます。

なし なし

9:00 日曜パウパー1 2000円 パウパー ベーシックイベントの賞品に準じます。 基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

9:15 日曜2倍モダン
（モダン1）

3500円 モダン ベーシックイベントの賞品を
 2倍にしたものに準じます。

ノーマル版テキストなし
《稲妻》1枚

構築2倍
チケット1枚

9:30

土曜日の18:30～
閉場まで受付を

行います。

日曜The Finals 2019
チャレンジ

3000円 スタンダード 参加者が128名まではスイス4回戦+SE1回戦、
129名から256名まではスイスのみ5回戦+SE1回戦です。

上位4名が、『The Finals 2019』の出場権利を得ます。
12マッチポイント以上 - 16パック
10-11マッチポイント- 12パック
9 マッチポイント- 8パック
7- 8マッチポイント -6パック
6マッチポイント - 2パック
ルール適用度: 一般

The Finalsの詳細はこちら→http://urx.space/YgS4

基本土地プロモ1枚 なし



9:45

土曜日の18:30～
閉場まで受付を

行います。

WEB受付あり

日曜ミシック予選
・リッチモンド †
 

5000円 モダン 受付は土曜日18:30～閉場にも行います。WEB受付があります。
当日受付もあります。前日受付はキャンセルできません。
参加者が256名までは5回戦、
257名以上は6回戦です。定員512名。
1位 - ミシックチャンピオンシップ『リッチモンド』の
参加権利と基本セット2020アンカットシート
（FOIL/英語）が贈られます。
2位 - 追加で36パックと基本セット2020の
コンプリートセット（ノーマル/日本語）が贈られます。
3位 /4位- 追加で72パック
5-8位 - 追加で36パック
18マッチポイント - 24 パック 
16,17 マッチポイント - 21 パック
15 マッチポイント - 18 パック
13-14 マッチポイント - 15 パック
12 マッチポイント - 12 パック
10-11 マッチポイント - 9 パック
9 マッチポイント - 6 パック

ノーマル版テキストなし
《稲妻》1枚

なし

10:00 日曜競技ヴィンテージ† 4000円 ヴィンテージ ラウンド数: 4-5回戦 定員;128名
 参加者が64名までは4回戦、65名以上128名までは5回戦です。
 TOP8による決勝戦があります。
 1位 - 追加で基本セット2020のコンプリートセット
（FOIL/日本語）が贈られます。
 2位 - 追加で基本セット2020のコンプリートセット
（ノーマル/日本語）が贈られます。
 3位 /4位- 追加で18パック
 1-8位 - MF千葉プレイマット（虚空の力線）
12マッチポイント以上 - 16パック
10-11マッチポイント- 12パック
9 マッチポイント- 8パック
7- 8マッチポイント -6パック
6マッチポイント - 2パック
 ルール適用度: 競技

基本土地プロモ1枚 なし

10:15 日曜2倍シールド
（シールド1）

5000円 シールド
(灯争大戦)

ベーシックイベントの賞品を
 2倍にしたものに準じます。

ノーマル版テキストなし
《稲妻》1枚

リミテッド2倍
チケット1枚

10:30 日曜ミドルスクール1* 2000円 ミドルスクール ベーシックイベントの賞品に準じます。

ミドルスクールの詳しいルールはこちら
（http://urx.space/DuNW）

基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

10:45 日曜統率者戦1* 2000円 多人数統率者戦 制限時間は60分です。
ランダムな3-4人の卓に割り振られます。
2回戦です。
参加者全員に4パックが贈られます。

基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

11:00 日曜
1ゲームスタンダード
（BO1スタンダード1)

2000円 BO1スタンダード ベーシックイベントの賞品に準じます。
サイドボードなし1ゲーム先取です。1ゲーム25分です。

MTGアリーナのコード
（3パック）

構築チケット1枚

11:15 日曜大乱闘戦
 （シールド） *

4000円 大乱闘戦
(基本セット2020/
ブースター6Pack)

 ・シールド用の6パックとは別に、参加者にはランダムで
 賞品用ブースターパックを3パックお渡しします。
 ・プレイヤー1人が敗北するたびに、
 そのプレイヤーが選んだ所持するブースターパックのうち
 1パックを選び右のプレイヤーに渡します。
 ・敗北させたプレイヤーが2名を超えるごとに、
 ランダムで1パックもらえます。
 ・優勝者には特別な賞品が贈られます。
 ・参加賞は、イベント終了時に所持しているブースターパックです。
 ルール適用度: カジュアル
 
 大乱闘戦のルールはこちら
 （ http://bit.ly/2D7b0qn ）
 
 プレイマットが必要になりますので、必ずお持ちください。

基本土地プロモ1枚 なし

11:30 日曜双頭巨人シールド1
12 Pack

1人3000円 双頭巨人シールド
（基本セット2020/
12Pack）

1チームあたりベーシックイベントの賞品を
2倍にしたものに準じます。

各プレイヤーに
基本土地プロモ1枚

リミテッド
チケット1枚
*1人1枚必要
*チケットは本人しか
使用できません

11:45 日曜
旧枠モダン1*

2000円 旧枠モダン ベーシックイベントの賞品に準じます。
初出がスカージ・第7版以前のカードのみが使用可です。
(条件を満たしていれば再録後のカードも使用できます) 
詳しいルールはこちら（http://urx3.nu/uDWl）

基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

12:00 日曜日ジュニア
スタンダード
（BO1スタンダード)

500円 スタンダード サイドボードなし1ゲーム先取です。1ゲーム25分です。
イベント終了後、参加者全員に2パックが贈られます。
大会終了後、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト日本支社の
スタッフとじゃんけん大会があります。
＊中学生(15歳）以下のみ参加可能です。
＊年齢確認ができるものが必要です。
＊保護者の方と同伴で受付までお越しください。

基本土地プロモ1枚 なし

12:15 日曜競技レガシー† 4000円 レガシー ラウンド数: 4-5回戦　定員;128名
参加者が64名までは4回戦、65名以上128名までは5回戦です。
TOP8による決勝戦があります。
 
1位 - 追加で基本セット2020のコンプリートセット
（FOIL/日本語）が贈られます。
 2位 - 追加で基本セット2020のコンプリートセット
（ノーマル/日本語）が贈られます。
 3位 /4位- 追加で18パック
 1-8位 - MF千葉プレイマット（虚空の力線）
 12マッチポイント以上 - 16パック
10-11マッチポイント- 12パック
9 マッチポイント- 8パック
7- 8マッチポイント -6パック
6マッチポイント - 2パック
  
 ルール適用度: 競技

基本土地プロモ1枚 なし

12:30 日曜パウパー2 2000円 パウパー ベーシックイベントの賞品に準じます。 基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

12:45 日曜モダン2 2000円 モダン ベーシックイベントの賞品に準じます。 基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

13:30 日曜2倍スタンダード
（スタンダード2）

3500円 スタンダード ベーシックイベントの賞品を
 2倍にしたものに準じます。

ノーマル版テキストなし
《稲妻》1枚

構築2倍
チケット1枚



13:45 日曜統率者戦2* 2000円 多人数統率者戦 制限時間は60分です。
ランダムな3-4人の卓に割り振られます。
2回戦です。
参加者全員に4パックが贈られます。

基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

14:00 日曜ミドルスクール2* 2000円 ミドルスクール ベーシックイベントの賞品に準じます。

ミドルスクールの詳しいルールはこちら
（http://urx.space/DuNW）

基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

14:15 日曜
1ゲームスタンダード
（BO1スタンダード2)

2000円 BO1スタンダード ベーシックイベントの賞品に準じます。
サイドボードなし1ゲーム先取です。1ゲーム25分です。

MTGアリーナのコード
（3パック）

構築チケット1枚

14:30 日曜オールドスクール1* 2000円 93/94構築 ベーシックイベントの賞品に準じます。
93/94構築の詳しいルールはこちら（http://urx.space/Wul3）

基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

14:45 日曜シールド2 3000円 シールド
(灯争大戦)

ベーシックイベントの賞品に準じます。 基本土地プロモ1枚 リミテッド
チケット1枚

15:00 日曜旧枠モダン2* 2000円 旧枠モダン ベーシックイベントの賞品に準じます。
初出がスカージ・第7版以前のカードのみが使用可です。
(条件を満たしていれば再録後のカードも使用できます) 
詳しいルールはこちら（http://urx3.nu/uDWl）

基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

15:15 日曜
エターナルウィークエンド
トライアル(レガシー2)

3000円 レガシー スイス4回戦です。
4-0-0 (12 マッチポイント) – 18 パックと
1不戦勝（アジアレガシー選手権2019）
3-1-0 (9 マッチポイント) と3-0-1 (10 マッチポイント) – 12 パック
2-0-1 (7 マッチポイント) – 9 パック
2-1-0 (6 マッチポイント) – 6 パック
1-1-1 or 1-0-2 (4 or 5 マッチポイント) – 4 パック
1-2-0 (3 マッチポイント) – 2パック
ルール適用度は一般です。

基本土地プロモ1枚 なし

15:30 日曜ヴィンテージ1 2000円 ヴィンテージ ベーシックイベントの賞品に準じます。 基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

15:45 日曜全知ドラフト* 2000円 全知ドラフト
(基本セット2020)

スイス3回戦です。
8人で1卓にできない可能性があります。
イベント終了後参加者全員に2パックが贈られます。

詳しいルールはこちら（http://urx.space/SHZG）

基本土地プロモ1枚 リミテッド
チケット1枚

16:00 日曜双頭巨人シールド2
12 Pack

1人3000円 双頭巨人シールド
(基本セット2020)

1チームあたりベーシックイベントの賞品を
2倍にしたものに準じます。

各プレイヤーに
基本土地プロモ1枚

リミテッド
チケット1枚
*1人1枚必要
*チケットは本人しか
使用できません

16:15 日曜モダン3 2000円 モダン ベーシックイベントの賞品に準じます。 基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

16:45 日曜統率者戦3* 2000円 多人数統率者戦 制限時間は60分です。
ランダムな3-4人の卓に割り振られます。
2回戦です。
参加者全員に4パックが贈られます。

基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

17:00 日曜スタンダード3 2000円 スタンダード ベーシックイベントの賞品に準じます。 基本土地プロモ1枚 構築チケット1枚

18:00 日曜ブースターブリッツ
(6Game)*

3500円 ブースターブリッツ
(基本セット2020)

1パックから3枚のデッキを4つ作成します。
詳しいルールはこちら
（https://www.youtube.com/watch?v=o0S-ups0N3w）
スイス6回戦です。
4ゲーム中2ゲーム先取です。
上位8名による決勝ラウンドがあります。
128名以上の場合は2つのトーナメントに分けます。
1ラウンド構築が5分、対戦が10分です。
 
 1位 - 追加で36パックと特別な賞品
 2位 - 追加で18パック
 3位 / 4位- 追加で9パック
 1-8位 - MF千葉プレイマット
（虚空の力線）
 15+ マッチポイント - 12パック
 13-14 マッチポイント - 9 パック
 12 マッチポイント - 6 パック
 10-11 マッチポイント - 3 パック
 9 マッチポイント -2 パック

基本土地プロモ1枚 なし

*のマークはカジュアルイベントを表します。成績にかかわらず、1点の生涯ポイントが加算されます。

†のマークはルール適用度が「競技」を表します。デッキリストが必要です。

賞品欄の特に記載のないパックは、スタンダードのパックです。


