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大会名：

開催日程：

会 場：

参加料金：

参加機種：

参加賞：

参加人数：

対戦形式：

参加方法：

対戦方式：

主 催：

協 力：

とは？

2つの陣営に分かれてチーム戦！
豪華賞品をゲットしよう！

KartRider: Drift DRIFT PARTY

各大会ごとに決定

ご自宅から参加（オンライン）

なし

iOS,Android,Steam,PS4,XBOX ONE

なし

1部あたり最大64名

オンライン

事前エントリー制

チーム戦（アイテム戦スクワッド）

株式会社NEXON

株式会社JCG
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「カートライダー ドリフト」の
カジュアルなオンラインイベント！



13:00～チェックイン
13:15～対戦表公開準備・待機
13:35～対戦表公開・対戦準備
13:45～レース開始
14:00 13時の部終了

イベントスケジュール

各部のスケジュール

※当日の進行状況に応じて上記時間は変更する場合があります。

4

ひとつのお題につき、
複数回行われるので好きな時間に参加しよう！

13時の部 20時の部

20:00～チェックイン
20:15～対戦表公開準備・待機
20:35～対戦表公開・対戦準備
20:45～レース開始
21:00 20時の部終了

22:00～チェックイン
22:15～対戦表公開準備・待機
22:35～対戦表公開・対戦準備
22:45～レース開始
23:00 22時の部終了

22時の部



準備するもの

※使用する端末はどれでもOK！ご自身で用意してください！

カートライダードリフトをプレイする環境✔

Discord

パーティーの進行に必要なアナウンス・連絡は「Discord」を使用します。
必ず用意して、大会進行用のサーバーにご参加ください。
Discordで連絡が取れない場合は失格となる場合があります。

Discordのインストールはこちら（アプリorブラウザでも利用可）
◆ iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/discord/id985746746
◆ Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.discord
◆ PC版：https://discord.com/

大会進行用のサーバーはこちら
Discordサーバー：https://discord.gg/7rRETeCsFQ

大会サイト

パーティーへのエントリーやチェックインするために使用します。
大会サイトは以下よりアクセスしてください。

エントリー方法の詳細はP.6のエントリーのやり方をお読みください。

大会サイト：https://kartrider-drift-obt.j-cg.com/
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✔

✔

iOS
Android

Steam（PC）
PS4

XBOX ONE

https://apps.apple.com/jp/app/discord/id985746746
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.discord
https://discord.com/
https://discord.gg/7rRETeCsFQ
https://kartrider-drift-obt.j-cg.com/


エントリーのやり方

JCGにアカウント登録する

JCGアカウント登録をしてください。
初めての方は新規登録、JCG大会へ
の参加履歴がある方は新規登録不要
でログインができます。

新規登録の場合は必要事項を入力し
送信してください。
仮登録後、登録したメールアドレス
宛に本登録用のURLが送信されます。

必要事項を入力して送信 仮登録後、登録したメール
アドレスに本登録用のURL

が届きます。

本登録ができたら完了！

登録情報の変更はサイト上部の人型
のアイコンから可能です。

STEP. 1 STEP. 2 STEP. 3

参加したい日程・時間の部
にエントリーする

STEP. 4

複数の部に参加したい場合は、
それぞれにエントリーしてください。

部をタップすると大会詳細ページが
開き、エントリーボタンが表示され
ます。

STEP. 5
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STEP. 6

陣営を選択！

※注意※
一度陣営を選択すると、
そのお題の期間中は変更できません。

※初回エントリー時
・Discord連携
・電話番号認証

サーバーに参加して完了

登録名
JCG ID



ルール

当日、同じ陣営のメンバーで4人チームを作成！

対戦方法
ゲームモード

レース数
コース

カートのアップグレード
環境設定

プリセット

：プライベートマッチ
：アイテム戦 スクワッド
：3レース
：大会ごとに運営が指定
：制限なし
：制限なし
：各レース間に変更可能

詳細ルール
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A陣営
チーム１

A陣営
チーム２

B陣営
チーム２

B陣営
チーム１VS

VS

チームは大会運営が抽選にてランダムで決定します。
対戦表公開時に発表されます。

「アイテム戦 スクワッド」で3レース戦う！
１レース勝利するごとに味方陣営に1ポイント！

全日程終終了後ポイントが多い陣営の勝利！

A陣営
チーム１

B陣営
チーム１

3レース戦う

2勝1敗なら…

2ポイント味方陣営に加算
1ポイント敵陣営に加算



大会の進め方 –１–

大会サイトからチェックイン

チェックイン時間になったら大会運営からアナウンスします。
各大会のページからチェックインしてください。

チェックインは最終的な参加意思確認です。
当日になって出られなくなってしまった場合は
チェックインしなければ大丈夫です。

対戦表が公開されたら自分のチームを確認する

名前の横に★マークがある人はルームマスターです。

１

２
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大会の進め方 –２–

ほかのプレイヤーはプライベートマッチに入室

ルームマスター以外のプレイヤーはプライベートマッチキーを
確認して入室する
※プライベートマッチの入り方（P.13）を参照

３

４

9

レースの準備をする

ルームマスターは参加者を振り分ける
A陣営「レッドチーム」or B陣営「ブルーチーム」

５

ルームマスターはプライベートマッチを作成

対戦表に★マークがついているプレイヤーは
ルームマスターとなります。

プライベートマッチを作成し、「プライベートマッチキー」を
グループチャンネルに書いてください。

レースの設定
・ゲームモード…アイテム戦 スクワッド
・コース…指定されたコースを選択

※プライベートマッチの作り方は（P.12）を参照

プレイヤー名をタップして
チームを移動



大会の進め方 –３–

レースを開始する

Discordで運営からの開始案内があったら、
ルームマスターがレースを開始

コースやチーム分けが合ってるか確認

※※ 注意 ※※

この画面は5秒で消えます！
他のプレイヤーも気づいたら
積極的に撮影してください！

ルームマスターが
押したら始まるので注意！
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・３レース行ったら終了です。
・レース間に指定のコースに変更するのを忘れずにしてください。
※何かトラブルがあった場合は必ず大会運営までご報告ください。

６

７ レースが終わったら、結果 を報告をする

各レース終了後、勝利チームは「1レース目A陣営の勝ち」の
ようにDiscordにて大会運営に報告する。

※報告結果に異議申し立てがある場合はレース結果の
スクリーンショットを提出して大会運営に報告すること。

※トラブルを避けるため、レース結果は積極的に撮影しておく
ことをおすすめします。



プライベートマッチの作り方

メニュー画面から
ゲーム選択を押す

プライベートマッチから
プライベートマッチ作成
を押す

プライベートマッチキーの数字6ケタをDiscordで報告する

プレイヤーをレッドチームブルーチームに振り分ける
ゲームモードを「アイテム戦 スクワッド」に変更

コースを変更

プライベートマッチルーム作成後
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プライベートマッチの入り方

メニュー画面から
ゲーム選択を押す

プライベートマッチから
プライベートマッチ参加
を押す

プライベートマッチ
キーを入力する

入室完了！ ※プリセットを選んでレース開始まで待機

※※ おねがい ※※

プリセット内容は試合開始までに
あらかじめ設定してください。

ルームに入ってからはプリセット
の内容は変更できません。
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プリセット変更はここ！
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