＜News Release＞
報道関係者各位
2018 年 10 月 11 日
株式会社ミクシィ XFLAG™ スタジオ

賞金総額 6,000 万円！ モンストのｅスポーツ全国ツアーが 10 月 13 日（土）開幕！
～ 全国居酒屋チェーン・養老乃瀧とのコラボメニューを提供。マクドナルドなど 4 社の協賛も決定～
株式会社ミクシィ（東京都渋谷区、代表取締役社長：木村 弘毅）の XFLAG™ （エックスフラッグ）スタジオは、
スマホアプリのひっぱりハンティング RPG「モンスターストライク」（以下、モンスト）のプロ 8 チーム 32 選手が全
国 5 か所を巡るｅスポーツ全国ツアー「モンスターストライク プロフェッショナルズ 2018 トーナメントツアー」を、
本年 10 月 13 日（土）より開幕します。本ツアーでは、養老乃瀧株式会社が展開する全国居酒屋チェーン店・
養老乃瀧の協力のもと飲食メニューを提供するほか、数量限定でクラフトビール「XFLAG WHITE ALE」も提供
します。また、マクドナルドをはじめとした協賛企業より、観覧者への割引クーポン配布などを行います。

「モンスターストライク プロフェッショナルズ 2018 トーナメントツアー」は、スマホアプリ「モンスターストライク
スタジアム」を使用して 4 人対 4 人のチーム戦で競い、“モンストのプロ”No.1 チームを決定する e スポーツ大
会です。10 月 13 日（土）に東京で開催する「トーナメントツアー」を皮切りに、“モンストのプロ”全 8 チームが全
国 5 か所をまわり激戦を繰り広げます。「トーナメントツアー」の総合成績上位 4 チームが年末に東京都内で
開催する「ツアーファイナル」（会場、日程は後日発表）に進出し、この年のプロ No.1 チームを決定します。そ
れぞれのツアー大会（全 5 戦）ごとに賞金を贈呈、大会の賞金総額は 6,000 万円となる日本最大規模のプロ
ツアーです。
なお、10 月 13 日（土）に東京・秋葉原で開催する「トーナメントツアー」第 1 戦は当日観覧が可能です。また
現在、第 2 戦（仙台）および第 3 戦（大阪）のチケットを販売中です。詳細は公式サイトをご確認ください。
公式サイト：https://event-info.xflag.com/monsterstrike/professionals/tour2018/
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■飲食メニューのご紹介
本ツアーでは飲食メニューの提供を行います。
1. 養老乃瀧コラボメニュー
養老乃瀧の協力のもと、2017 年 10 月からレギュラーメニューとして復活した「養老牛丼」や「手造り鶏唐
揚」、モンストのキャラクター「情愛の天使 マナ」や「宇宙の救済者 ミロク」をあしらった「ホイップオレンジ」
と「ホイップコーヒー」を販売します。

2.XFLAG ビール
ほのかな苦味とフルーティーな香りが特徴のクラフトビール「XFLAG WHITE ALE」を数量限定で販売しま
す。

▲「XFLAG WHITE ALE」 M サイズ
205ml

500 円（税込）

▲ 「XFLAG WHITE ALE」 L サイズ
330ml

800 円（税込）
※画像はいずれもイメージです

3.HECATE
ノンアルコールのパーティードリンク「HECATE」（ヘカテ）を提供します。ライムの爽やかな香りにラムの風
味を加えたカクテルテイストで、スッキリとした後味が特徴のスパークリング飲料です。
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■協賛企業のご紹介
本ツアーへの協賛が決定しました。また、マクドナルドより観覧者へマクドナルド店舗で使用できるクーポン
を 1 種、NEW ERA より各チームのロゴマークをキャップ正面に配置したオリジナルキャップをプロ選手に提供し
ます。オリジナルキャップは、会場内に展示します。
・協賛企業 ※ 五十音順
株式会社東京ドーム、日本マクドナルド株式会社、ニューエラジャパン合同会社、白十字株式会社
■「モンスターストライク プロフェッショナルズ 2018 トーナメントツアー」概要
・正式名称：「モンスターストライク プロフェッショナルズ 2018 トーナメントツアー」
・公式サイト：https://event-info.xflag.com/monsterstrike/professionals/tour2018/
・スケジュール
第1戦

10 月 13 日(土)

東京

アキバ・スクエア
（東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原 UDX 2F）

第2戦

10 月 27 日(土)

仙台

第3戦

11 月 24 日(土)

大阪

エル・パーク仙台 ギャラリーホール
（宮城県仙台市青葉区一番町 4-11-1 141 ビル 5Ｆ・6Ｆ）
グランフロント大阪 ナレッジキャピタル イベントラボ
（大阪府大阪市北区大深町 3-1）

第4戦

12 月 8 日（土）

福岡

エルガーラホール
（福岡県福岡市中央区天神 1-4-2

第5戦

12 月 22 日(土)

名古屋

名古屋コンベンションホール メインホール
(愛知県名古屋市中村区平池町 4-60-12 グローバルゲート 3F)

■有料プレミアムシートおよび無料観覧シートの応募・販売中
今回のツアーでは、試合を間近で観戦できる「プレミアムシート（有料）」と「無料観覧シート」の 2 種類のチケ
ットをご用意しています。
【プレミアムシート(有料)】
プロ選手たちの試合を間近で観戦できる特別なシートです。選手同士の掛け声や緊張感のある戦いの模
様など、大会の熱気を間近で感じることができます。
・観覧費：1,800 円(税込) ※「1 ドリンク＆1 フード引換券」付き
・座席エリア：観覧シートの前 2 列目まで
・購入方法：XFLAG TICKET（https://event.xflag.com/events/monst_professionals2018）にて先着販売
・販売スケジュール：第 1 戦は販売終了、第 2 戦・第 3 戦は販売中、第 4・5 戦は 11 月 1 日（木）12 時より販売
を開始
【無料観覧シート】
プロ選手たちの試合を、より多くの方に観戦していただけるようご用意した無料シートです。後方の座席でも
ステージが観えやすいよう、前方の座席より数段上がった形を予定しています。
・座席エリア：プレミアムシート以外の全座席
・応募方法（抽選）：エントリーフォーム（https://esports-entry.xflag.com/）にて申し込み
・応募スケジュール：詳細は観覧応募ページから確認（※会場ごとに応募期間が異なるため）
XFLAG スタジオでは、今後も引き続き、友だちや家族とワイワイ楽しめる“アドレナリン全開”のバトルエンタ
ーテインメントを提供してまいります。
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■モンスターストライク < https://www.monster-strike.com/ >
スマートフォンの特性を活用した、誰でも簡単に楽しめる爽快アクション RPG です。自分のモンスターを指で
引っぱって弾き敵のモンスターに当てて倒していくターン制のゲームで、壁やモンスターへの“跳ね返り”や“ぶ
つかり”を上手く活用することで、クエストを攻略していきます。一緒にいる友だちと最大 4 人まで同時に遊べる
協力プレイ（マルチプレイ）が特徴です。
2013 年 10 月の提供開始より多くのユーザーの皆さまにご利用いただき、2018 年 3 月時点では世界累計
利用者数が 4,500 万人を突破しました。

■アプリ概要
ゲーム名

モンスターストライク

カテゴリ

ゲーム（アクション RPG）

プレイ料金

無料（一部有料／アイテム課金あり）

対応機種

【iOS】iOS8.0 以降

（OS）

【Android】Android4.3.0 以降（Android4.3.0 未満は動作不可）

利用方法

・各ストアで「モンスト」を検索
・ゲームダウンロード URL：
【iOS】https://itunes.apple.com/jp/app/id658511662?mt=8
【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mixi.monsterstrike
【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/B01M09D6KY/

■ミクシィグループ < mixi.co.jp >
ミクシィグループは、1997 年の創業以来、SNS「mixi」やスマホアプリ「モンスターストライク」など、友人や家族といった親しい仲
間と一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供してきました。
人々の生活がより豊かになる未来を思い描き、IT の側面からコミュニケーションの活性化を促す事業・サービスを推進すること
で、より良いコミュニケーションの創造に取組んでいます。
■XFLAG™ スタジオ < xflag.com >
エンターテインメント事業のさらなる発展を図るため、2015 年 8 月、株式会社ミクシィ内に XFLAG™ スタジオを
設立しました。XFLAG スタジオでは、“ケタハズレな冒険を。”をスローガンとして、「モンスターストライク」や「フ
ァイトリーグ」を提供するほか、“アドレナリン全開”の、ドキドキワクワクするゲームや映像コンテンツを世界に向
けて発信していきます。
■本件に関するお問い合せ
XFLAG スタジオ PR 事務局 （株式会社サニーサイドアップ内） 担当：桝野、清水
TEL：03-6894-3201 FAX：03-5413-3051 携帯：070-3190-3662 Mail： xflag@ssu.co.jp
"ミクシィ"、"mixi"、mixi ロゴ、"XFLAG"、XFLAG ロゴ、"モンスターストライク"、"モンスト"、"MONSTER STRIKE"、"ファイトリーグ"、"Fight League"
は、株式会社ミクシィの商標または登録商標です。
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