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国内最大級 e スポーツイベント「RAGE」による『PUBG MOBILE』公式大会
『PUBG MOBILE 企業対抗戦 2020 powered by RAGE』の出場チームが決定！
2020 年 11 月 8 日（日）に過去最多の 100 企業以上が参加
当日のゲストは狩野英孝さんが登場
国内最大級の e スポーツイベント「RAGE」は、PUBG 株式会社が主催する『PLAYERUNKNOWN’S
BATTLEGROUNDS(プレイヤーアンノウンズ バトルグラウンズ)』(以下 PUBG)の MOBILE 版『PUBG MOBILE』の
国内公式大会「PUBG MOBILE 企業対抗戦 2020 powered by RAGE」の出場チームが決定したことをお知らせ
いたします。

PUBG MOBILE 企業対抗戦のエントリーは、芸能事務所・広告代理店・メーカー企業・通信会社など、過去最
多の 100 企業を超える参加となります。オンライン開催のため北海道から沖縄まで全国各地の企業がエン
トリーしています。
当日は、実況を OooDa さん、解説には数々の FPS タイトルでの優勝経験を持つ DeToNator 所属のストリー
マーの YamatoN さんが行います。
また MC は、e スポーツ実況の第一人者 平岩康佑さん、ゲストには自身もゲーム実況を積極的に行っている

狩野英孝さんが登場し、会場を盛り上げます。
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企業間の垣根を超え、最強企業の名誉を賭けた日本各地の企業チームによる“社会人だけ”の熱き戦いは
必見です。ぜひお楽しみください。
※出場企業一覧はホームページにて公開しております。
U R L：http://rage-esports.jp/pubgm-company2020/

■「PUBG MOBILE 企業対抗戦 2020 powered by RAGE」開催概要
・開催日時 11 月 8 日(日) 13:00〜（予定）
・開催形式：オンライン
・優勝賞品：トロフィー、PR タイム、ゲーム内看板、PUBG オフィシャルグッズ
・配信プラットフォーム：PUBG.Corp アカウントの「Twitch」
「YouTube」
「OPENREC」チャンネルで放送
※当日の大会配信 URL に関しては、近日発表予定
U R L：http://rage-esports.jp/pubgm-company2020/
■「PUBG MOBILE」とは

『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 6 億ダウンロード数を突破いたしました。(※
App Annie のデータより算出)
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■RAGE とは

RAGE（レイジ）とは、次世代スポーツ競技「e スポーツ」に様々なエンターテイメント性を掛け合わせた、
株式会社 CyberZ、エイベックス・エンタテインメント株式会社と株式会社テレビ朝日の 3 社で協業し運営す
る e スポーツイベントおよび、e スポーツリーグの総称です。
RAGE では、主にオフラインで開催する一般参加型の「イベント」と、プロ選手による競技をオンラインで配
信する観戦型の「プロリーグ」
、2 つのプロジェクトを実施しています。
「イベント」では、複数のジャンル
に渡るゲームタイトルが一堂に介し、各タイトルの最強王者を決める e スポーツ大会のほか、会場限定の大
会や新タイトルの試遊会、アーティストライヴなども実施。
公式サイト：https://rage-esports.jp/
公式 Twitter：https://twitter.com/eSports_RAGE
公式 Facebook：https://www.facebook.com/eSportsRAGE/
公式 Instagram: https://www.instagram.com/esports_rage/

3/5

参考：参加企業一覧

※参加企業は変更となる可能性がございます。

■A ブロック
有限会社サブロクカンパニー
AJ・Flat 株式会社
GMO ペパボ株式会社
ＪＡ多気郡
アディッシュプラス株式会社
キスケ株式会社
サムスン電子ジャパン株式会社
シーフォース株式会社
スマートインプリメント株式会社
ベルフェイス株式会社
株式会社 ラジカル沖縄
株式会社 夢真
株式会社 FourthisU
株式会社アクティング
株式会社アミュー
株式会社エイプリルナイツ
株式会社エスティ―エー
株式会社タイホー
株式会社フジみらい
株式会社玉川造園
宮古島エアレンタカー
松竹株式会社
有限会社 フラワーコミュニケーション
■C ブロック
株式会社 STARFLYER
有限会社京都工業所
株式会社新庄屋
NTT 西日本
PwC
スターダストプロモーション
ソフトブレーン株式会社
パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社
ビット・クルー株式会社
ヤマハ発動機株式会社
株式会社 ディーフロンティア
株式会社 FHD
株式会社 TEAM-A
株式会社イード
株式会社エルバーククオリティ
株式会社ギークピクチュアズ
株式会社ダイナム
株式会社レッドビジョン
株式会社ワークスタイル
合同会社 YuMK
太田市役所
福山通運

■B ブロック
株式会社藤沢市興業公社
株式会社パル
ADK グループ
BiPe(株式会社美創プロモーション)
アスノシステム株式会社
エリエールプロダクト株式会社
オブリガード
コラボレーション・コンサルティング合同会社
シャープ株式会社
セムコ株式会社
ホンダカーズ市川
株式会社シー・コネクト
株式会社たけしょう
株式会社ディー・エヌ・エー
株式会社ニューバランスジャパン
株式会社フェデルタ
株式会社プライムレジデンシャル
株式会社ユーミーClass
株式会社ライブ・レット
株式会社三和
富士通 株式会社
敷島金属工業株式会社

■D ブロック
アクサス株式会社 広島支店
アサップ合同会社
アドレス・サービス株式会社
オーシャンズブリッヂ
つばさグループ
（株式会社つばさレコーズ/株式会社アイ・エヌ・ジー）
栄泉交通株式会社
株式会社 柘植建設
株式会社 田村建築塗装
株式会社 sans
株式会社 TEKITO
株式会社 USEN
株式会社アイ・シー・オー
株式会社セブンネットショッピング
株式会社リッカ
丸井産業株式会社
合同会社 G&N
中森技研株式会社
東真産業株式会社
南海電気鉄道株式会社
日進精機株式会社
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名鉄観光バス株式会社

■E ブロック
ASUS JAPAN 株式会社
Cedar's
WARNAX 株式会社
エムズコミュニケーション
エンターフォース株式会社
クリヤマ鋼材株式会社
セレゾンプロジェクト有限会社
ディップ株式会社
ヤマハ株式会社
綾瀬市社会福祉協議会
株式会社 丹青社
株式会社 Alphakt
株式会社 AOI Pro.
株式会社イー・ステート・オンライン
株式会社テラ
株式会社ハイブクリエーション（ダーツハイブ）
株式会社ブロードリーフ
株式会社プロトコーポレーション
株式会社フロンティアコンサルティング
株式会社神戸ビーイング
吉本興業株式会社 東京本部
凸版印刷株式会社
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