
縁日屋台コーナーで
各種 1 回ずつ
無料で遊べます。

缶シュート スリー
BINGO 缶スマッシュ ナンバー

ヒット
ふわふわ
アイランド

（無制限）

スーパー
ボール
すくい

射的 輪投げ 水ヨーヨー
釣り 扇投げ

esp-005-5201

■新型コロナウイルス感染防止対策のため 「ご利用時にお願いすること」 
下記「ご利用時にお願いすること」とし、反した場合は当館のご利用をお断り、退場要請をお願いする場合がございます。
①3 密をさけた行動と隣席との身体的距離の確保。②飲食中以外のマスクの着用。③「大声を発する」「大声での歓声・声援」「呼吸が荒くなる」行動を行わない。④こまめ
な手洗いとアルコールによる手指消毒 ⑤タオル、食器等を利用者同士で共有しない。⑥マスクや飲み残しペットボトル、コップ、食べ残しお皿、食器等が放置されていた
場合に承諾なく処分します。⑦飲食用に指定されたエリア以外での飲食は原則として禁止します。乾杯等含む大声での発声は行わないでください。⑧過度な飲酒の自粛
と長時間マスクを外す飲食は禁止とします。⑨一度退館し再入館する場合も検温を行います。⑩ゴミは場内の指定された場所に捨ててください。

Beyond The Region2022 事務局　Mail： btr@denon-eng.co.jp　Tel： 03-3522-7515

OPEN　9:00　START　10:00　CLOSE　17:00OPEN　9:00　START　10:00　CLOSE　17:00OPEN　9:00　START　10:00　CLOSE　17:00OPEN　9:00　START　10:00　CLOSE　17:00

FLAT HACHINOHEFLAT HACHINOHEFLAT HACHINOHEFLAT HACHINOHE

2022.8.11 THU2022.8.11 THU2022.8.11 THU2022.8.11 THU
青森県 八戸市



MapMap

ゲストゲスト 裏切りマンキーコング
裏切りマンキーコング

吉本興業吉本興業

入口・受付入口・受付

飲食屋台コーナー
飲食屋台コーナー

ゲーミング PC体験コーナー
ゲーミング PC体験コーナー

縁日屋台コーナー
縁日屋台コーナー

メインステージメインステージ

フレンドエリアフレンドエリア

観覧席観覧席

キッズコーナーキッズコーナー

にしざわ学園にしざわ学園
風次風次A2esports

けいき
A2esports

けいき

BEYOND THE REGION

GAMING FESTIVAL
 Lv.2 とはBEYOND THE REGION

GAMING FESTIVAL
 Lv.2 とは

タイムスケジュールタイムスケジュール

●メインステージ

　　10:00 ～　全国 esports 団体交流戦

　　11:00 ～　FORTNITE 交流戦（事前登録した方）

　　13:00 ～　FALL GUYS 交流戦 フレンドリーマッチ

　　14:45 ～　FORTNITE プロ選手とのエキシビジョンマッチ

　　15:45 ～　FALL GUYS 交流戦 フレンドリーラストマッチ

　　16:30 ～　抽選会

●メインステージ

　　10:00 ～　全国 esports 団体交流戦

　　11:00 ～　FORTNITE 交流戦（事前登録した方）

　　13:00 ～　FALL GUYS 交流戦 フレンドリーマッチ

　　14:45 ～　FORTNITE プロ選手とのエキシビジョンマッチ

　　15:45 ～　FALL GUYS 交流戦 フレンドリーラストマッチ

　　16:30 ～　抽選会

P1P1 P2P2

●その他エリア

　　10:00 ～ 17:00　縁日屋台コーナー

　　10:00 ～ 17:00　飲食屋台コーナー

　　10:30 ～ 17:00　ゲーミング PC体験コーナー

　　11:00 ～　フレンドエリア試合開始

●その他エリア

　　10:00 ～ 17:00　縁日屋台コーナー

　　10:00 ～ 17:00　飲食屋台コーナー

　　10:30 ～ 17:00　ゲーミング PC体験コーナー

　　11:00 ～　フレンドエリア試合開始

※進行により開始時間が変更になる場合がございます。

※進行により開始時間が変更になる場合がございます。

e スポーツの交流戦を大型アリーナで楽しめる東北最大級の e スポーツイベント。

「ゲームファンが集まって気軽にプレイするアットホームな空間」をコンセプトに、

ゲームや縁日屋台でお祭り気分で楽しもう！！

e スポーツの交流戦を大型アリーナで楽しめる東北最大級の e スポーツイベント。

「ゲームファンが集まって気軽にプレイするアットホームな空間」をコンセプトに、

ゲームや縁日屋台でお祭り気分で楽しもう！！

A2esports

Koa 選手
A2esports

Koa 選手

ゆっくり堂

フジナッツ健
ゆっくり堂

フジナッツ健



FORTNITE

試合形式：デュオ（各県2名1チーム）　試合数：1　優勝：ビクロイ獲得のチーム

※8/1時点の登録チーム

北海道
北海道 eスポーツ協会

青森県
青森県 eスポーツ協会

岩手県
岩手 eスポーツ協会

宮城県
一般社団法人仙台 eスポーツ協会

秋田県
一般社団法人秋田県 eスポーツ連合

群馬県　　　　　(gespo/ ゲスポ )
一般社団法人群馬県 eスポーツ連合

滋賀県
一般社団法人滋賀県ｅスポーツ協会

大阪府
大阪府 eスポーツ連合

兵庫県
兵庫ゲーマーズ

新潟県
妙高 eスポーツクラブ

長野県
一般社団法人 長野県ｅスポーツ連合

三重県
一般社団法人三重県 eスポーツ連合

奈良県
奈良県 eスポーツ協会

和歌山県　　　(JeSU 和歌山支部 )
一般社団法人和歌山 eスポーツ連合

山口県
一般社団法人やまぐちeスポーツ協会

団体団体
試合形式：ソロ

試合数：3

優勝：ビクロイ獲得者 3 名

交流戦交流戦
FORTNITEFORTNITE

来場者限定来場者限定

交流戦交流戦esportsesports
全国全国

esports 協会や esports 専門学校、大学・高校の esports 部など、esports に関連する団体が
全国からオンラインで参戦。一発勝負の戦いに優勝するのは、どの都道府県所在の団体か！ ?
オンラインによる対戦を会場内の大型ビジョンで観戦するパブリックビューイング企画です。

交流戦の優勝者 3 名と A2esports Koa 選手で
チームを組んで、他の交流戦参加者と対戦する
エキシビジョンマッチです。プロ選手のプレイ
を間近で観戦してください！！

試合形式：スクワッド　試合数：1

※本イベントは EPIC GAMES, INC. が主催、推奨、または運営するものではなく、また同社との関連もありません。
　本イベントに関連してプレイヤーが提供する情報は、EPIC GAMES, INC. ではなく、イベント主催者に提供されています。
※本イベントは EPIC GAMES, INC. が主催、推奨、または運営するものではなく、また同社との関連もありません。
　本イベントに関連してプレイヤーが提供する情報は、EPIC GAMES, INC. ではなく、イベント主催者に提供されています。

エキシビジョンマッチ
エキシビジョンマッチプロ選手との

プロ選手との
A2esports
Koa 選手

10:00~10:00~

11:00~11:00~

14:45~14:45~

P3P3 P4P4

福岡県
学校法人 麻生塾

神奈川県
神奈川県 eスポーツ協会

京都府
TKD Gaming

熊本県
熊本 eスポーツ協会

島根県                   (e-AST Knights)
七尾学園益田東高等学校 eスポーツ部

宮城県
savior

100人が島に上陸して戦うバトルロイヤル形式のゲーム。
世界中で4億人のプレーヤー数を突破し、日本では特に
若者の間で人気を博している。基 本プレイは無料で、
PC、スマートフォン、Nintendo Switch、PS5、PS4など
でプレイできる。銃を使った戦闘で勝ち進んでいくのに

加えて、「建築」という要素が特徴。壁を作って攻撃を防
いだり、高所を建築して有利な状況から狙撃するなど、
様々な戦略が立てられる。優勝することを「ビクロイ」と
呼ぶ。ゲーム形式として、「ソロ」「デュオ」「トリオ」「スク
ワッド」があり、任意の人数モードを選択できる。

会場のメインアリーナにて、来場者の中から事前に抽選で選ばれた参加者による FORTNITE
交流戦です。各試合で優勝された方は、14:45~ のエキシビジョンマッチでプロと同じチームを
組んで対戦できます。



・Nintendo Sw
itch 有機 EL

・CoolerMaster 製 ゲーミングチェア

・五穀味鶏オリーブオイル漬け

・コカ・コーラ1 ケース（24 本）

・他多数

・Nintendo Sw
itch 有機 EL

・CoolerMaster 製 ゲーミングチェア

・五穀味鶏オリーブオイル漬け

・コカ・コーラ1 ケース（24 本）

・他多数

16:30~16:30~

P6P6

抽選会抽選会 当日のみ有効です。当選された場合は、

必ず抽選会終了後にお申し出ください。FALL GUYS
「FallGuys」は、最大60人で、
  ラウンドごとに数人から数十人が脱落していき最後の一人を競うパーティーロイヤルゲームです。

交流戦交流戦

フレンドリー
フレンドリー

マッチマッチ

FALLFALL GUYSGUYS来場者限定来場者限定

決勝戦決勝戦
Nintendo Switch 有機 EL
優勝賞品

13:00~13:00~

15:45~15:45~

試合形式：ソロ
試合数：1
優勝：クラウン獲得者

実際にライバルたちを目の前にして対戦するeスポーツを 
体感。緊張感のある戦いの中で、普段の実力をどこま
で発揮できるかが勝敗を決める！？

試合形式：ソロ
試合数：3

P5P5



フレンドエリア
“はちのへ”を楽しむ

　　　ピックアップスポット

ゲーミング PC体験コーナー

グッズ販売コーナー

飲食・お祭り屋台コーナー

スイッチを持ち寄ってフォートナイト対戦！
（Nintendo Switchをご持参ください）

ハイスペックなゲーミングPCでFORTNITEを
中心とした複数タイトルのゲームが体験できま
す。青森県観光企画課が企画したオンライン
ゲーム「ぷよりんご」も体験頂けます。

県立指定公園に指定された蕪島は、天然記念物のウミネコの繁
殖地として有名で、毎年 3 月中旬頃に南方から数万羽のウミネ
コが飛来し産卵します。

※8月中旬頃からウミネコは蕪島から北海道へと飛び立ちます。
自動車：
 
鉄 道： 
バ ス：

八戸駅から 30分、八戸市中心街から 20分、
八戸自動車道八戸 ICから 25分 
JR 八戸線鮫駅から徒歩 15分 
種差海岸遊覧バスうみねこ号「蕪島海浜公園」下車

蕪島
かぶ しま

八戸港で水揚げされたばかりの新鮮な魚介類や生鮮野菜、県南
地方の物産やおみやげなどがそろう巨大市場。全長 170m の
ビッグストリートに、約 60 店舗が軒を連ねています。

自動車：
バ ス：

八戸駅から 10分、八戸 ICから 15分
八食 100円バス・八食 200円以下バス「八食センター」下車

八食センター

さまざまな屋台が軒を連ね、寿司屋、せんべい汁、いちご煮、生ウ
ニ丼、八戸ラーメン、南部そばなど、八戸の食をまるごと楽しめ
ます。地元の人と気軽に触れ合えるのも人気の秘密です。

はちのへの魅力は盛りだくさん！
詳しくはコチラ

自動車：

鉄 道： 
バ ス：

東北道八戸ＩＣから車で 7分
新幹線八戸駅から車で 15分
本八戸駅から徒歩１０分
八戸駅から中心街行きシャトルバスで２０分 終点八日町で下車

https://visithachinohe.com/spot/

みろく横丁

BTRのオリジナルTシャツ、リストバンドを販売
しています。また、オリジナル缶バッチが出てく
るガチャガチャも設置しています。数量限定の
ため、お求めはお早めに！

飲食屋台や縁日屋台によるお祭りの雰囲気を
味わえるコーナー。小さなお子様から大人まで、
お祭り気分で楽しんで頂けます。

11:00 ～

※詳しくはフレンドエリア内の
　スクリーンで案内いたします。

P7P7 P8P8

八戸の魅力を凝縮して展示する八戸観光の拠点。館内にはカ
フェやショップも入居しており、１階はっちひろばの法霊神楽の
からくり時計は、毎正時に見事な一斉歯打ちを披露します。

自動車：
鉄 道： 
バ ス：

八戸駅から約 20分、八戸自動車道八戸ＩＣから 10分
ＪＲ八戸線本八戸駅より徒歩約 10分 
八戸市営バス・南部バス「八戸中心街ターミナル（三日町）」下車すぐ

八戸ポータルミュージアムはっち



eeezy.fun

オンラインイベント

で使えるポイントをゲット！ゲームイベントに参加して

参加：もれなく 100 ポイント / ビクロイ獲得：最大 3000 ポイント
FORTNITE 2022.8.13 19:00~21:00

参加：もれなく 100 ポイント / クラウン獲得：最大 2400 ポイント
FALL GUYS 2022.9.9 20:00~22:00

新規会員登録で 500 円分ポイント GET！！新規会員登録で 500 円分ポイント GET！！

ゲーミングアイテム専門ECショップ 「JeSU( 一般社団法人日本 e スポーツ連合 )」は、日本国内における e スポーツ産業の普及と発展のために
2018 年に発足した、統括競技団体です。　公式サイト：https://jesu.or.jp/

JeSU（日本 e スポーツ連合）公認 PC とは

JeSUとは

JeSU公認PC販売中

国際大会レベルの運営視点で主要競技タイトルの動作を検証し、
高水準で安定した処理能力による競技面での公平性を確認。
プロプレイヤーに最適な操作性をもたらすとともに、円滑な大会運営を実現します。

G-Tune HM-BJ (JeSU公認PC) [ Windows11 ]
【Core i7モデル/Core i9モデル】
第12世代 Core i7搭載。JeSU公認PC!!!
これからゲームを始める方にもおすすめのゲーミングデスクトップパソコン

Windows 11 Home 64ビット
【Core i7モデル】インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー
【Core i9モデル】インテル® Core™ i9-12900H プロセッサー
GeForce RTX™ 3060 
32GB (16GB×2 / デュアルチャネル)
1TB (NVMe)
15.6型 液晶パネル (ノングレア)
インテル® Wi-Fi 6 AX200 (最大2.4Gbps/ IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
+ Bluetooth 5モジュール内蔵
700W/AC 100(50/60Hz)【80PLUS® BRONZE】
約10.2kg
1年間無償保証・24時間×365日電話サポート

G-Tune E5-165J (JeSU公認PC)
日本eスポーツ連合(JeSU)公認 ゲーミングノートパソコン！
プレイヤーと大会運営の2つの視点で設定された
レギュレーションをクリアした、勝利にこだわるスペック。

Windows 11 Home 64ビット
インテル® Core™ i7-11800H プロセッサー
GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
32GB (16GB×2 / デュアルチャネル)
1TB (NVMe)
15.6型 液晶パネル (ノングレア)
インテル® Wi-Fi 6 AX201 (最大2.4Gbps/ IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
+ Bluetooth 5モジュール内蔵
前面:100万画素 (Windows Hello対応)
約 6.0時間
約1.73kg
1年間無償保証・24時間×365日電話サポート

G-Tune PP-ZJ (JeSU公認PC) [ Windows11 ]
日本eスポーツ連合(JeSU)公認 ゲーミングノートパソコン！プレイヤーと大会
運営の2つの視点で設定されたレギュレーションをクリアした、勝利にこだわ
るスペック。

Windows 11 Home 64ビット
インテル® Core™ i7-12700K プロセッサー
GeForce RTX™ 3070Ti
32GB (16GB×2 / デュアルチャネル)
1TB (NVMe)
DVDスーパーマルチドライブ（スロットイン）
1000W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS® PLATINUM】
約18.0kg
1年間無償保証・24時間×365日電話サポート

これらの商品はeeezyでお買い求めいただけます。

P9P9 P10P10


