
April 19 - 21, 2019

Friday      10:00 - 21:00
Saturday   8:00 - 21:00
Sunday      8:00 - 21:00

電子パンフレット

パシフィコ横浜

開場時間

内容は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

TM & © 2019 Wizards of the Coast LLC.
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グランプリ(本戦)情報

マジックプレイヤーは9：00から始まるプレイヤーミーティングに
参加します。
8：30頃にはテーブル番号を会場内に掲示しますので
9：00には指定の座席に着席してください。

不戦勝をお持ちの方は、以下の時間までに
会場内にいることが推奨されています。

集合時間

不戦勝の確認
不戦勝付きのプレイヤーリストを金曜日の15：00ごろに公開します。（その前に不戦勝の数を確認したい
場合にはプレインズウォーカー・ポイントのサイトへアクセスしてください。DCI番号を入力した後に、
「年間」をクリックして、直近2つの年間シーズンのプレインズウォーカー・ポイントを参照してください。）
不戦勝のために必要な年間ポイントは以下の通りです。

デッキリストの提出方法

ラウンド数に関して

構築の場合、デッキリストは本戦開始前まで（土曜日の9：00）に、必ず提出する必要があります。
提出の仕方は、不戦勝を持っていない場合と不戦勝を持っている場合で異なります。
指定の方法以外で提出をした場合、デッキリストが見つからず、ペナルティを受ける場合があります。

・ 初日（土曜）は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。
     1日目で8回戦終了後、帰らないでください！
・ 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。

２つの方法があります。<

３つの方法があります。

1. 土曜日9：00までにオンラインで提出をする。
2. 土曜日9：00に行われるプレイヤーミーティングに紙でジャッジに提出する。
*プレイヤーミーティングに遅刻した場合、ジャッジの指示に従ってください。

1. 土曜日9:00までにオンラインで提出をする。
2. 金曜日に会場内のカスタマーサービスのスタッフに紙で提出する。
3. 土曜日9:00までにグランプリジャッジステーションの
　スタッフに紙で提出をする。

● 不戦勝を持っていない

● 不戦勝を持っている

● 金曜日のラストチャンストライアルで２Byeを得た

グランプリの前日（金曜日）に行われるラストチャンストライアルでも、貴重な2ラウンドの不戦勝を獲得
するチャンスがあります！

＊現在進行中の年間プレインズウォーカー・ポイントの集計は
　グランプリ直前の水曜日までに報告されたポイントを参照するため
　金曜日のサイドイベントで獲得したポイントは含まれません。

不戦勝 推奨される時間
１ラウンドの不戦勝
２ラウンドの不戦勝
３ラウンドの不戦勝

10：00頃
11：00頃
12：00頃

不戦勝
１ラウンドの不戦勝
２ラウンドの不戦勝

1300 - 2249
2250 +

必要な年間ポイント

２つの提出方法があります。
1.  土曜日9：00までにオンラインで提出をする。
2. 金曜日に会場内のカスタマーサービスに紙で提出する。
　その際「ラストチャンストライアルで2Byeを得た」と申し出てください。



イベント名 参加費 フォーマット
8人ブースタードラフト
（ラヴニカの献身）

２人構築　
（ターボタウン）＊

ブースタードラフト
（ラヴニカの献身）￥2,000 ■参加賞：基本土地プロモ1枚           ■６マッチポイント ： ６パック

■９マッチポイント ： 12パック　　  ■３マッチポイント ： ２パック

8人構築

4人統率者戦＊

￥2,000

￥600

■参加賞：基本土地プロモ1枚           ■６マッチポイント ： 12パック
■９マッチポイント ： 24パック　　  ■３マッチポイント ： ２パック

賞品 ファナ
ティック？

統率者戦￥1,000 ■参加賞：基本土地プロモ1枚
■１位 ： 6パック     ■２位 ～ ４位 ： 2パック

1回戦です。　■勝ち ： 3パック        ■負け ： 1パック

8人ブースタードラフト
（カオスドラフト）＊

カオスドラフト
※日曜のみ￥2,500

直近5年以内のパックを使用したカオスドラフトです。
■参加賞：基本土地プロモ1枚           ■６マッチポイント ： ６パック
■９マッチポイント ： 12パック　　  ■３マッチポイント ： ２パック

モダン※金・日曜のみ
レガシー※日曜のみ

スタンダード
モダン ・ レガシー

スタンダード※日曜のみ

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ったらすぐに開始するイベントです。シングルエリミネーションです。

サイドイベント 
＊
†

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応度が「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。

オンデマンドイベント

イベント名開始時間 参加費 フォーマット

メガ ラストチャンストライアル 1†

メガ ラストチャンストライアル 2†

モダン

10：45

11：15

シングルエリミネーションです。
■参加賞：基本土地プロモ1枚
■４勝 ： 2不戦勝と30パック
■３勝 ： 30パック
■２勝 ： 10パック
■１勝 ： 2パック

￥4,000

￥2,500

備考 / 賞品 ファナ
ティック？

メガ ラストチャンストライアル 3†
メガ ラストチャンストライアル 4†

メガ ラストチャンストライアル 5†

メガ ラストチャンストライアル 6†

メガ ラストチャンストライアル 7†

11：45
12：15
12：45
13：15
13：45
14：15
14：45
15：15
15：45
16：15
16：45

メガ ラストチャンストライアル 8†

メガ ラストチャンストライアル 9†

メガ ラストチャンストライアル 10†

メガ ラストチャンストライアル 11†

メガ ラストチャンストライアル 12†

メガ ラストチャンストライアル 13†

￥2,500 モダン

シールド
（ラヴニカの献身）

シングルエリミネーションです。
■参加賞：基本土地プロモ1枚
■４勝 ： 2不戦勝と30パック　■２勝 ： 10パック
■３勝 ： 30パック　　　　　  ■１勝 ： 2パック
シングルエリミネーションです。
■参加賞：FOIL版テキストなし《稲妻》1枚
■４勝 ： 2不戦勝と30パック　■２勝 ： 10パック
■３勝 ： 30パック　　　　　  ■１勝 ： 2パック

ラストチャンストライアル（金曜のみ）受付時間：開始時間の30分前から10分前まで

 【受付時間】 (金) 12:00 - 18:00　(土) 12:00 - 18:00　(日) 9:30 - 18:00

　　　　　　　　成績
３-０-０ （９マッチポイント）
２-０-１ （７マッチポイント）
２-１-０ （６マッチポイント）
１-１-１ or １-０-２（４or５マッチポイント）
１-２-０ （３マッチポイント）

賞品
18パック
12パック
６パック
４パック
２パック

ベーシックイベントの賞品 参加賞として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１枚が贈られます。ベーシックイベントはスイス３回戦固定です。
参加賞以外の賞品は、「ドロップする時」もしくは「3回戦終了時」に、サイドイベント
ジャッジステーションで、結果記入用紙をスタッフ
に見せてまず引換券を受け取ります。その後、
白バルーンが目印の引換ブースで賞品をお受け
取りください。マジックフェスト・横浜2019 会期中
にのみ引き換えることができます。 賞品引換ブース

Prize Exchange

10
5

1

8人構築のスタンダードとレガシーとカオスドラフトは日曜日にのみ実施します。

のマークは初心者におすすめのイベントです！



開始時間 参加費

金曜２倍スタンダード
（スタンダード１）11：00

11：30

￥3,500

金曜 ミシック
チャンピオンシップ・
バルセロナ2019
予選†

￥5,000

ファナ
ティック？

12：00 金曜２倍レガシー
（レガシー１） ￥3,500

12：30 金曜２倍シールド
（シールド１） ￥5,000

金曜モダン１13：30

14：30

￥2,000

金曜スタンダード２ ￥2,000

15：30 ￥2,000

16：30

金曜レガシー２

￥3,000

17：00 金曜２倍モダン
（モダン２）

金曜レガシー３17：30

￥3,500

金曜スタンダード３ ￥2,00018：00

19：00 金曜
ブースターブリッツ1＊ ￥2,000

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

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。

イベント名 備考 / 賞品

シールド
（ラヴニカの献身）

レガシー

ベーシックイベントの賞品に準じます。

モダン

￥2,000

ブースターブリッツ
（ラヴニカの献身）

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があります。
■1位 - ミシックチャンピオンシップ『バルセロナ』の
　参加権利と追加で36パックとアンカットシート
■2位 - 追加で36パックと
　『ラヴニカの献身』コンプリートセット（FOIL版/英語）
■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 - 40 パック 
■16,17 マッチポイント - 35 パック
■15 マッチポイント - 30 パック
■13-14 マッチポイント - 25 パック
■12 マッチポイント - 20 パック
■10-11 マッチポイント - 12 パック
■9 マッチポイント - 5 パック

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。

フォーマット

レガシー

モダン

スタンダード

シールド

モダン

レガシー

スタンダード

スタンダード

金曜シールド２

ベーシックイベントの賞品に準じます。

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。

 【受付時間】開始時間の60分前から10分前まで

4/19 金曜日のサイドイベント



 【受付時間】開始時間の60分前から10分前まで

4/20 土曜日のサイドイベント

イベント名 開始時間 参加費

10：00

土曜モダン１

備考 / 賞品 ファナ
ティック？

11：30

土曜２倍レガシー
（レガシー１）11：00

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。

13：30

￥5,000

￥3,500

土曜２倍旧枠モダン
（旧枠モダン）＊

￥2,000

土曜スタンダード３ ￥2,000

14：30

￥3,500

ベーシックイベントの賞品に準じます。

￥3,500

土曜モダン３

￥2,000

土曜レガシー３

￥2,000

￥2,000

ベーシックイベントの賞品に準じます。

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。
日曜日8:15から上位8名による
シングルエリミネーションがあります。
■18マッチポイント - 40 パック 
■16,17 マッチポイント - 35 パック
■15 マッチポイント - 30 パック
■13-14 マッチポイント - 25 パック
■12 マッチポイント - 20 パック
■10-11 マッチポイント - 12 パック
■9 マッチポイント - 5 パック

土曜チャリティー
ブースターブリッツ＊

￥5,000

土曜 ミシック
チャンピオンシップ・
バルセロナ2019
予選†

12：00 シールド
（ラヴニカの献身）

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
　チャネルファイヤーボールイベントから特別な賞品
■2位 - 追加で18パック
■3位 / 4位- 追加で9パック
■1-8位 - MF横浜プレイマット
■15+ マッチポイント - 18パック
■13-14 マッチポイント - 13 パック
■12 マッチポイント - 8 パック
■10-11 マッチポイント - 5 パック
■9 マッチポイント -2 パック
参加費は全額熊本地震義援金として寄付します。

シールド
（ラヴニカの献身）

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。

フォーマット

モダン

レガシー

スタンダード

モダン

レガシー

15：00

16：00

16：45

17：00
17：30

17：45

18：00

18：30

土曜２倍スタンダード
（スタンダード１）

土曜２倍シールド
（シールド１）

土曜スタンダード２

土曜レガシー２

土曜２倍モダン
（モダン２）

土曜シールド２

￥3,500

￥3,000

￥2,000

￥3,500

スタンダード

レガシー

モダン

スタンダード

旧枠モダン

モダン

ブースターブリッツ
（ラヴニカの献身）

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。

ベーシックイベントの賞品に準じます。

ベーシックイベントの賞品に準じます。

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。
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) 
禁止カードはモダンに準じます。



 【受付時間】開始時間の60分前から10分前まで

4/21 日曜日のサイドイベント

イベント名開始時間 参加費

日曜
競技ヴィンテージ†

備考 / 賞品 ファナ
ティック？

9：45

9：15

10：00

10：15 日曜スタンダード1

8：15 権利者
のみ

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『バルセロナ』の
　参加権利と追加で36パックとアンカットシート
■2位 - 追加で36パックと
　『ラヴニカの献身』コンプリートセット（FOIL版/英語）
■3位 /4位- 追加で72パック　■5-8位 - 追加で36パック

8：45

9：00

￥3,500日曜２倍レガシー
（レガシー１）

￥4,000

￥3,500

￥5,000

￥2,000

土曜日18:30～閉場まで受付を行います。
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。

ベーシックイベントの賞品に準じます。

日曜競技リミテッド†

日曜2倍ミドルスクール
（ミドルスクール1）＊

土曜日18:30～閉場まで受付を行います。ラウンド数: 4-5回戦　定員;128名
ルール適用度: 競技　参加者が64名までは4回戦、65名以上は5回戦です。
決勝戦（アルティメットマスターズブースタードラフト）を上位8名で行います。 
■1位 - 追加で36パックと『ラヴニカの献身』コンプリートセット（ノーマル版/英語版）
■2位 - 追加で36パック　■3位 /4位- 追加で18パック
■1-8位 - 追加でMF横浜プレイマット（拘留代理人）
■15 マッチポイント - 40 パック　    ■10-11 マッチポイント -15 パック
■13-14 マッチポイント - 30 パック  ■9 マッチポイント - 10 パック
■12 マッチポイント - 20 パック

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。上位8名によるシングルエリミネーションがあります。
■1位 - ミシックチャンピオンシップ『バルセロナ』の参加権利と
　追加で36パックとアンカットシート
■2位 - 追加で36パックと『ラヴニカの献身』コンプリートセット（FOIL版/英語）
■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 - 40 パック 　    ■12 マッチポイント - 20 パック
■16,17 マッチポイント - 35 パック  ■10-11 マッチポイント - 12 パック
■15 マッチポイント - 30 パック　    ■9 マッチポイント - 5 パック
■13-14 マッチポイント - 25 パック

10：30 日曜2倍モダン
（モダン1） ￥3,500

日曜統率者戦1＊10：45

11：15 １人
￥3,000

双頭巨人シールド2
12 Pack

￥2,000

11：30 日曜日ジュニア
スタンダード ￥500

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。
賞品は1卓ずつ配布されます。2回戦です。
■1位 - 6パック　■2-4位 - 2パック

スイス3回戦です。1勝ごとに1パック贈られます。
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。

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。

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。

ラウンド数: 4-5回戦　定員;128名　ルール適用度: 競技
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 - 追加でアイコニックマスターズ日本語版1BOXと
　『ラヴニカの献身』コンプリートセット（ノーマル版/英語）
■2位 - 追加で『ラヴニカの献身』コンプリートセット（ノーマル版/英語）
■3位 /4位- 追加で18パック　　　■1-8位 - MF横浜プレイマット（拘留代理人）
■15 マッチポイント - 40 パック　    ■10-11 マッチポイント -15 パック
■13-14 マッチポイント - 30 パック  ■9 マッチポイント - 10 パック
■12 マッチポイント - 20 パック

モダン

￥4,000 シールド
（ラヴニカの献身）

ヴィンテージ

モダン

フォーマット

レガシー

ミドルスクール

モダン

スタンダード

スタンダード

多人数統率者戦

双頭巨人シールド

スタンダード

土曜日18:30～閉場まで受付を行います。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。詳しいルールはこちら
http://www.eternalcentral.com/middleschoolrules/

9：30
土曜日の
18:30～
閉場まで
受付を
行います。

￥3,000The Finals 2019
チャレンジ

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。ルール適用度: 一般
上位4名が、『The Finals2019』の出場権利を得ます。
■12マッチポイント以上 - 24パック　■10-11マッチポイント- 16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                    ■参加賞：基本土地プロモ1枚

土曜 ミシック
チャンピオンシップ・
バルセロナ2019
決勝†

日曜 ミシック
チャンピオンシップ・
バルセロナ2019
予選†

1人1枚必要（チケットは
本人しか使用できません）



イベント名開始時間 参加費

日曜統率者戦2＊

日曜2倍スタンダード
（スタンダード2）

備考 / 賞品 ファナ
ティック？

14：00

13：45

14：15

14：30 日曜オールドスクール1＊

日曜競技レガシー†12：00

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 - 追加でアイコニックマスターズ2BOX
■2位 - 追加で『ラヴニカの献身』コンプリートセット（ノーマル版/英語）
■3位 /4位- 追加で18パック
■1-8位 - MF横浜プレイマット（拘留代理人）
■15 マッチポイント - 40 パック　　  ■10-11 マッチポイント -15 パック
■13-14 マッチポイント - 30 パック　■9 マッチポイント - 10 パック
■12 マッチポイント - 20 パック
ルール適用度: 競技

12：30

12：45

￥5,000日曜2倍シールド
（シールド1）

￥3,500

￥2,000

￥2,000

￥2,000

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。

ベーシックイベントの賞品に準じます。日曜モダン2

日曜ミドルスクール2＊

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。
賞品は1卓ずつ配布されます。2回戦です。
■1位 - 6パック　■2-4位 - 2パック

15：00 日曜レガシー2 ￥2,000
双頭巨人シールド2

12 Pack15：30

16：00 ￥2,000日曜モダン3

１人
￥3,000

16：15

16：30

日曜シールド2 ￥3,000

日曜旧枠モダン1＊ ￥2,000

ベーシックイベントの賞品に準じます。

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。
賞品は1卓ずつ配布されます。
■1位 - 6パック　■2-4位 - 2パック

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) 
禁止カードはモダンに準じます。

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。

レガシー

￥2,000 モダン

スタンダード

レガシー

旧枠モダン

フォーマット

シールド
(ラヴニカの献身)

ミドルスクール

多人数統率者戦

93/94構築

双頭巨人シールド

モダン

シールド

￥4,000

17：00 ￥2,000日曜統率者戦3＊

17：30

18：00

日曜スタンダード3 ￥2,000

日曜ブースターブリッツ
選手権(チャリティー)＊ ￥3,500

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
チャネルファイヤーボールイベントから特別な賞品
■2位 - 追加で18パック　■3位 / 4位- 追加で9パック
■1-8位 - MF横浜プレイマット（拘留代理人）
■15+ マッチポイント - 18パック　  ■10-11 マッチポイント - 5 パック
■13-14 マッチポイント - 13 パック  ■9 マッチポイント -2 パック
■12 マッチポイント - 8 パック
参加費は全額熊本地震義援金として寄付します。

ブースターブリッツ

多人数統率者戦

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。

ベーシックイベントの賞品に準じます。

ベーシックイベントの賞品に準じます。

・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。

11：45 日曜大乱闘戦
（カオスシールド）＊ ￥7,000

大乱闘戦
カオスシールド
(ブースター6Pack)

ベーシックイベントの賞品に準じます。
詳しいルールはこちら
http://www.eternalcentral.com/middleschoolrules/

1人1枚必要（チケットは
本人しか使用できません）



● ブース営業時間は各アーティストに委ねられています。 
● 営業時間はあくまでも目安です。
● 午後にどこかのタイミングで１時間の休憩が入ります。 
● ジャッジ優先時間の間はジャッジの方を優先して対応致します。予めご了承下さい。
　 ジャッジ優先時間：金曜 16：00 ～ 17：00　日曜 15：00 ～ 16:00

・会場の混雑具合やアーティストの体調などで、スケジュールや内容が予告なく変更となる場合がございます。
・ サイン会中であっても、イベント及びアーティストの都合により、席を外す場合がございます。
   アーティストが戻り次第、再開致します。
・ 状況によっては列がスムーズに進まない事もございますので、お時間に余裕を持ってお並びいただく事を
   おすすめ致します。
・ 長時間お並びいただいてもサインがもらえない場合がございます。

・ スケッチをご希望の場合も、列にお並びいただき、アーティストに直接依頼していただく形になりますが
   承諾可否は各アーティストの裁量に委ねられています。タイミングによってはアーティストが依頼をお受け
   できない場合もございますのでご了承ください。

スケッチ（拡張アート等）依頼について

ご留意いただきたい点

アーティスト
ALAYNA DANNER

JEFF LAUBENSTEIN

JOHANNES VOSS

MARK  TEDINMARK  TEDIN（金）10:00 - 19:00（土・日）9:00 - 18:00

（金）10:00 - 21:00（土・日）8:00 - 21:00

（金・土）10:00 - 18:00（日）10:00 - 17:00

（金）10:00 - 19:00（土・日）9:00 - 19:00



ステージイベント

すべて無料でご参加頂けます！
今回はMTGアリーナを使用したイベントと
灯争大戦発売前という事で
プレインズウォーカーにちなんだイベントを
予定しております。

スパークラリークイズ
FRIDAY 17：30～

17：30～
16：30～SUNDAY

SATURDAY

マジックイラスト当てクイズ
プレインズウォーカー編
おなじみマジックのイラストを見て、何のカードか当てるゲームです。
今回はプレインズウォーカーにゆかりのあるイラストが出題されます。
正解した方は景品がもらえます。

13：00～土曜日

好評のお絵描き選手権です。
出題されたカードのイラストを描いてもらいます。
制限時間1分。
観客から一番拍手を頂いた方は景品がもらえます。

15：00～土曜日
お絵描き選手権

スペルスリンガー
FRIDAY 12：30～/ 15：00～/ 18：00～

11：00～/ 18：00～
11：00～SUNDAY

SATURDAY

MTGアリーナを使用したスペルスリンガーです。
勝利すると景品がもらえます。
フォーマットはスタンダードで、BO1／BO3は対戦時に選択します。
ご自身のMTGアリーナアカウントが必要となります。

ツイッターを使用した体験型イベント「スパークラリー」と絡めた
クイズイベントです。
正解した方は景品がもらえます。
「スパークラリー」の参加者の場合、景品が倍になります!!

プレインズウォーカークイズ
プレインズウォーカーにちなんだクイズです。
プレインズウォーカーの存在と歴史、行動をクイズ形式で
追っていきます。正解した方は景品がもらえます。

13：00～日曜日

体力と頭脳のバトルボンド
それぞれペアになってマジックの対戦をします。
パートナーがフラフープを回している間のみ行動できます。
フラフープを落としてしまうと強制的にターン終了となります。
今回より、先攻後攻も体力にちなんだもので決めます。
勝利したペアは景品がもらえます。

14：00～日曜日

クイズマジオネア
プレインズウォーカー編
今夜、1ボックスがもらえるかもしれないクイズマジオネア！
いわもんたによるおなじみ4択クイズです。
クイズは全部で5問あり、正解すると景品が追加されます。
（ドロップした場合、それまでの景品がもらえます。）
今回は、挑戦者ごとにテーマを選択できます。

17：00～日曜日



Spark Rally
登録料：￥500

まずはスパークラリーブースで登録を行います。
ブースにて登録料を支払い、DCIナンバー、お名前をご登録いただいた後

全36種の中からランダムに選ばれたプレインズウォーカーバッジを受け取ります。
各ミッションをクリアしていき、あなたのプレインズウォーカーの灯をともしましょう！

■ ミッション5つクリア：フォイルプロモ基本土地
■ ミッション1～10までクリア：スパークガラガラに1回挑戦できます！
■ ゲートウォッチラリー（2人以上のチームで挑むエクストラミッション）
     を全てクリア：追加でスパークガラガラに1回挑戦できます！

「スパーク賞」

『ラヴニカのギルド』『ラヴニカの献身』バッジ
『特製Tシャツ』
『フォイル基本土地プロモ』
『ラヴニカの献身』1 BOX
『ラヴニカの献身』パック
『スパークラリーバッジコンプリートセット』

★スパークガラガラ★

スパークラリーはTwitterを利用したイベントです。
鍵アカウントでは当イベントには参加できません。
イベント期間中は、必ずオープンにしたアカウントでの
ご参加をお願いします。
ハッシュタグ「#SPARKRALLY」「#MTGYokohama」
をつけてツイートしてください。
スパークラリーに関する情報やハッシュタグなどは
公式Twitter (@BMsnsevent) でご確認いただけます。

金曜日　受付 12：00～17：00（投稿17：30まで） 景品受取 12：00～19：00

日曜日　受付   9：00～16：00（投稿16：30まで） 景品受取   9：00～18：00
土曜日　受付   9：00～17：00（投稿17：30まで） 景品受取   9：00～19：00



ミッション１【 灯をともす道へ 】 
Twitterアカウント「@BMsnsevent」
をフォローしてバッジとパンフレット
の写真を投稿しよう！

ミッション２ 【 目覚めのきっかけ 】
マジックを始めた西暦と、初めて買ったエキスパンション名
や思い出話を投稿しよう！

ミッション３ 【 次元の入り口へ 】
マジックの背景世界から、あなたのお気に入りの出身次元を
選んで投稿しよう！ 
例：ラヴニカ次元のヴィダルケン、
ドミナリア、イクサランの次元、など

ミッション４ 【 英雄の歴史 】
これまでの代表的なマジックでの戦績、戦歴を投稿しよう！
例：フライデー全勝、
       アリーナ競技構築完勝 など

ミッション５ 【 灯の同胞 】
他のスパークラリー参加者と
一緒に写真を撮って投稿しよう！
(２名以上 人数は問いません)

ミッション６ 【 スパークバトル 】
他のスパークラリー参加者とマジックで対戦している風景
を撮って投稿しよう！

ミッション７ 【 次元の秘宝 】
会場に飾られているグランプリトロフィーや
プレインズウォーカーの等身大POPを撮って
投稿しよう！

   ミッション８
【 次元調査報告書 】
    マジックフェストの感想を投稿しよう！

ミッション９ 【 憧れのプレインズウォーカー 】
あなたのお気に入りのプレインズウォーカーカードを撮って
投稿しよう！手持ちにカードがない人は手書きのイラストでも
OKです。

ミッション10 【 灯をともせ 】
あなた自身の写真やオリジナルイラストを添えて、ツイート文章内
にカード名と能力を投稿しよう！
例：名もなき龍使い
　   マナコスト　赤赤緑緑
　   ＋２：対象に2点ダメージ
　   －２：全てのクリーチャーに３点ダメージ
　   －７：最大7体までの対象に7点ダメージ　忠誠度２

ミッション

※すべてのミッションは個別にツイートするようにお願いします。
※Twitterに写真を投稿する際は関係の無い第三者が写り込まないように工夫したり加工したりといった配慮をお願いします。

エクストラミッション11 【 我ら、ゲートウォッチ！】
チームメンバーが全員写った写真を投稿しよう！

・ スパークラリーの参加者と2人以上でチームを組みます。
・ 各ミッションは2人以上でないとクリアできません。
・ 各投稿にチーム名もご一緒にお願いします。

#SPARKRALLY
#MTGYokohama
【あなたの考えたチーム名】

エクストラミッション12 【 喜びの共有 】
チームメンバー全員がマジックフェスト会場内で手に入れた物を撮って投稿しよう！
(パック、サプライ、カード、グッズなど問いません)

エクストラミッション13 【 友との休息 】
チームで食事をしている風景を投稿しよう！

ゲートウォッチラリー(エクストラミッション)



受取/ PICK UP

BMアプリをお持ちでない方

インストールまたは用紙を記入されましたら
受取窓口へお越しください

I don’t have BM Pairing App.

手順案内板がござい
ますのでそれを参考に
インストールして下さい。

 インストールする
install

There is a procedure
guide board, please

install app refer to it.

 インストールしない
don’t want to install

Please move to
the form entry area

and fill it out.

受取用紙記入エリアに
移動いただきご記入を
お願い致します。

When you completed installation or fill in the form,
please come to PICK UP booth.

画面右下のQRコードマークを
タップしてください。

BMアプリをお持ちの方

QRコードをかざすだけ
で受け取り可能です!!

I have BM Pairing App in my device.

Tap the QR code mark at the
bottom right of the screen。
If there is no QR code mark on
your screen, you need to update
to the latest version.

All you need to do is hold QR
code over the QR code reader!!

123456789

ここをタップ
Tap here

最新版

※QRコードマークが無い場合は
最新版にアップデートしてください。

場所：カスタマーサービス横
Place : Next to the Customer Service

目印は
白バルーン



販売ブース

あずまや
Azumaya

イエローサブマリン
YellowSubmarine ENNDAL GAMES

カードショップ セラ
Cardshop Serra

おもちゃのハッピー
Omocha no happy

ゲームショップ とど
GameShop Todo

カベの店

フルコンプ

Kabe's shop

FULLCOMP

東京MTG
TOKYO MTG

ドラゴンスター
Dragon Star

晴れる屋 ビッグマジック
HARERUYA BIG MAGIC

ファミコンくん
Famikonkun



飲食情報

鑑定ブース

買取について
・ マジックフェスト・横浜 2019で参加賞もしくは賞品として受け取ったカードは
　買取する事は出来ません。
・ カードを買取の際は現住所が確認できる身分証明書が必要になります。
・ 18歳未満の方は、保護者の同意書が必要となります。

買取不可商品
１. 未開封のスタンダード・マスターズのパック/BOX
２. 未開封のコンプリートセット
３. アンカットシート・大判カード・原画プリント
４. マジックフェスト基本土地プロモ・《稲妻》プロモ

PSA


	日本語00
	日本語01
	日本語02
	日本語03
	日本語04
	日本語05
	日本語06
	日本語07
	日本語08
	日本語09
	日本語10
	日本語11
	日本語12
	日本語13
	日本語14
	日本語15
	日本語16

