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VSフェニックスファン

WEB でも、展開図のデータを配信中。

http://www.dartsjapan.jp/vsphoenixfan/

【フットステップ】

【特別企画 第１弾】

ペーパークラフトをつくろう！
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【VSPHOENIX S 本体】
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PHOENIX オフィシャルサイトはこちら !

http://www.dartsjapan.jp/

必要なもの

はさみ ボンド

キリトリ線

やまおり

たにおり

のりしろ

１．キリトリ線で切り取った後、
×印の部分にのりづけをし、本体とフット
ステップをそれぞれ組み立てる。

２. 出来上がった本体を、
フットステップの中に差込んだら完成！××××

完成イメージ

今月の PICK UP!

「Item Shop」
NEW OPEN!
PHOENIXの最新情報
NEWS & TOPICS
7.23 エントリースタート！
Revolution2013
機能アップデート
世界オンライン対戦
取材レポート特集
日本人プレイヤーたちの、
海外遠征に密着取材。
ビギナー応援企画
ソフトダーツ教習所
Lesson.2 ダーツの投げ方

アンケートに答えてプレゼントをもらおう！
読者プレゼント

※画面は開発中のものです。



PHOENIX JAPAN

フェニックスモバイルで、限定スタイルが
もらえるキャンペーンを開催中。

こんなにかわいいスタイルがゲットできるかも！？

毎回開催する度に好評のフェニックスモバイルのキャンペーン。
これまでには、期間中に555回のBULLを狙う「５５５BULLキャンペーン」や１日１０ゲー
ムプレイを目標にした「毎日チャレンジキャンペーン」など、PHOENIXマシンでカードを
使用してゲームをプレイし、特定の条件達成を目指すといった内容のキャンペーンを開催
してきました。
見事条件を達成すると、キャンペーンでしかゲットできないデジタルアイテムが獲得できる
ので、今後のキャンペーン情報も見逃さないように常にチェックしておこう！

シンプルなデザインのステンレスタンブラー。
大会会場やイベント会場で重宝しそう！

※カードのデザインは変更となる場合がございます。

フェニックスストアに新商品が登場しました。
今回新たに加わった商品は、各マシンのロゴプリントが入ったステンレスタンブラー。
デザインは「VSPHOENIX S バージョン」と、VSPHOENIX SとD-1Xの「Wネーム
バージョン」の全２種類です。
サイズ展開は、「VSPHOENIX S バージョン」のみ 350ml ／470ml の２サイズを販売
しています。
どちらも表面に温度が伝わらない二重構造なので保冷・保温効果も高い優れものです。
※「Wネームバージョン」は 470ml の１サイズのみ販売。

さらに、フェニックスストアからの新着情報です！
フェニックスモバイルのキャンペーンで人気を集めている、たまご産まれのパンダ「たまぱん」
が、いよいよモバイルの画面を飛び出し、フェニックスカードとしてグッズ化する事が決定
しました！
発売時期は今秋頃を予定していますが、詳細は未定なので続報を期待してお待ちください。

PHOENIX JAPANPANP

ニュース＆トピックス

フェニックスストアに新商品が登場！
VSPHOENIX Sと、D-1Xのダブルネームグッズ。

フェニックスモバイルで人気の
キャラクターが、いよいよ画面を飛び出した！

モバイル

アイコンの説明
ストア WEB/更新情報 マシン情報

ITEM SHOP

NEW UPDATES！

記事をもっと読む (1/3)>>

※画面は開発中のものです。
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GOLD STORE ら、
Item Shop 。

日
「フ ッ ス プ 」

「アイ お 」
の にプレゼント！

「ラン ン アイ 」
人 のアイ を ッ ！

「ダイナ ッ ラフレー 」
新アイ スタート！

らに スタ イ 機能。
「Item Shop」にア ス う！

ア スは ちら ら

様々な方法でもらえる “GOLD” を使用して、ゲーム背景やゲーム中の効
果音などのカスタマイズを楽しめるデジタルコンテンツを販売している
GOLD STORE。
このたび 7 月 30 日（火）に GOLD STORE のリニューアルが行われました。
装いを新たに「Item Shop」として名前が変更になった他、画面のデザイン
も一新され、よりクールな印象に。さらに、今回のリニューアルでは新しい
機能やアイテムも追加になりました。
このページでは、アップデート内容の一部をご紹介します！

ここでは GOLD を消費して、通常販売されていないレアな
カスタマイズアイテムを獲得することができます。
画面中央のスロットのようなイラストの
START ボタンにタッチすると、GOLD を消
費して抽選がスタート！
どんなアイテムがもらえるかは、抽選後の
お楽しみ！

「アイテムおねだり」とは、仲の良い友達に対して購入した
アイテムをプレゼントしたり、自分が欲しいと思ったアイテム

をおねだりすることができる新機能。
１回のおねだりには「ハート」が必要で、

「ハート」はカードを使用してダーツを１０
ゲームプレイするごとに１つもらえます。
※一部アイテム（イベント限定アイテムなど）は、上記のおね
だり・プレゼント機能をご利用になれません。

GOLD STORE でもマイカスタムの保存は可能でしたが、
Item Shop になった事で、この機能がより強化されました。
これまでは、１パターンしか保存できなかっ
た設定が、なんと１０パターンまで保存でき
るようになりました。
変更が簡単にできるようになったので、
季節や、気分に合わせた設定を保存して、
気軽にカスタムを楽むことができます。

ニューアイテムの一覧に加え、購入された回数の多いアイ
テムをランキング形式で見られる「ランキングアイテム」が

新たに実装されました。
現在人気のアイテムを知りたいときには、

「ランキングアイテム」のボタンから簡単
にチェックすることができます！

カスタマイズアイテムの新アイテム「ダイナミック・カメラフレーム」が、
今回のリニューアルに合わせて販売をスタートしました！
ゲーム中のカメラ表示部分のフレームデザインをカスタマイズできるアイ
テムの１種です。購入したアイテムを設定してゲームをスタートすると、デ
ザインの中のモチーフが動きだし、より迫力のある画面になります。
今後も続 と々バリエーションが追加される予定なので、お気に入りのデザ
インをみつけよう！

新アイテムと新機能の追加によって、さらに広がったカスタマイズ機能を
「Item Shop」ページにアクセスして体験してみよう！

フ ッ ス プ
通常販売されていないレア

フ ッ ス プフ ッ ス プ 」
な

フ ッ ス プ 」

「Item Shop」 NEW OPEN！

GOLD STORE でもマイカスタムの保存は可能でしたが、

「 イ スタ 」 。
をた で ！

http://item.phoenixdart.com/
※携帯電話ページでは一部機能に対応しておりません。

PC/モバイル

※画面は全て開発中のものです。

ロープに炎が移り―。

最後は黒コゲに･･･。

端まで燃え広がる！

新しくなった「Item Shop」に今すぐアクセス！

世界オンライン対戦でも
スタ イ ！

2013年４月からプレイできるようになり、様々な国のプレイヤーと対戦す
る事が可能になった「世界オンライン対戦」。
これまでのゲーム中は、決められた背景でしかプレイできませんでしたが、
今後、予定しているアップデートによって、「世界オンライン対戦」でも
設定したカスタマイズが反映されるようになる予定です。
いつものお気に入りのカスタマイズセッティングで、海外プレイヤーとの
対戦をさらに楽しめるようになります！
※アップデートのスケジュールは予告なく変更になる場合がございます。
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※実物とは仕様が異なる場合がございます。

にて、プロモーション動画を公開中。
http://www.youtube.com/user/VSPHOENIXspecial

デュアルスクリーン

LED スローライン

2つのスクリーンでプレイヤーと観客が、
　緒にゲームを楽しむ事が可能に。

※デュアルスクリーン・LEDスローラインは、オフションとなります。

スローラインまで伸びたイルミネーションが、
マシンをより華やかに演出。

NEW

NEW
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今年で７回目となる、ランク別の全国オンライントーナメント
いつでも参加でき（1st.STAGE 期間中 )、レーティングによって「PLATINUM」「GOLD」
「SILVER」「BRONZE」の４つのランクに分かれて争われる全国オンライントーナメント。
大会の流れは、まず1st.STAGE期間でオンライン対戦による全国予選が一斉に開催されます。
2nd.STAGE期間では、指定された店舗での対人戦で各都道府県の代表を決める予選
会を実施。
そして3rd.STAGEまで勝ち進むと、関東代表・関西代表など各エリアの代表の座を
賭けて、これまでのSTAGEを勝ち抜いた強豪たちとトーナメントを行います。
最後にONLINE FINAL（3rd.STAGEと同日開催）で各エリアの代表によるオンライン
トーナメントに優勝すると、各ランクのチャンピオンが決定となります。

チャンスは、約１ヶ月！
注意したいのが、何回でも挑戦できる
のは、1st.STAGE開催中の期間のみと
いう事。
約１ヶ月の期間中に何度も挑戦（※）をし
て、全国チャンピオンの座を目指そう！
※２回目以降のエントリーには、別途フェニックス
モバイルの有料会員登録（月額￥315-）が必要です。

Revolution2013にエントリーして、
豪華特典をゲットしよう！
今大会にエントリーをすると、Revolution 刻印入「iPad mini」や「ニンテン
ドー３DS LL」「PlayStation(R)Vita」などの豪華賞品が当たる抽選に参加
できます。
さらに、1st.STAGE（2nd.STAGE）を通過して、次のSTAGEに参加する
と非売品のスケルトンカードがゲットできる特典も！

フェニックスモバイル有料会員の方は、
何回でも挑戦できる！
今年の Revolution は、昨年までのスクラッチカードシステムを廃止。
これにより、有料会員登録をしているプレイヤーは、何回でも挑戦する
事が可能になりました。  
※無料会員の方は、初回のみ無料。２回目以降の挑戦には、有料会員登録が必須。今夏、アツい闘いの火蓋が切られた―。

気になるエントリー方法と、
毎年豪華な参加特典の情報をお届け！

Revolution2
013に、

What’s Revolution－Revolution とは？

PHOENIX CLUB CARD or 
D-1X CARDを準備。
レーティングを取得済、かつ01ゲームを対人戦で、
10ゲーム以上消化をしているカードが必要です。

Revolution2013

有料会員は、
何回でも無料で挑戦できる。

何回でも、
挑戦。

有料会員：初回から何回でも無料。
無料・お試し会員：初回のみ無料。２回目
以降は、有料会員登録が必要です。
※1st.STAGEのみ　※詳細は、WEBをご覧ください。

参加してゲット！
　予選通過記念！
PHOENIX
CLUB
CARD
（スケルトンタイプ）

2nd.STAGE参加時、
及び 3rd.STAGE 参加時に、
スケルトンカードを１枚プレゼント！

Revolution2013限定スタイル
● 初回エントリーで、
記念スタイル（１種）をプレゼント。

●10ゲーム消化で、限定スタイル
+1,000GOLDプレゼント。

※１０ゲーム消化時のスタイルプレゼントは、全６種からランダム
で１種の配布となります。

※カードのデザインは、変更となる場合がございます。

スケルトンカードと限定スタイルの獲得には、
各獲得条件を満たす必要があります。

エントリーした方に、抽選で豪華賞品が当たる！

Revolution 刻印入「iPad mini （16GB）」
「ニンテンドー3DS LL」
「PlayStation®Vita（3G/Wi-Fiモデル）」

※プレゼントの商品カラーや、サイズ・デザインはえらべません。

その他にも、一体型スマートフライト「CONDOR」や、Revolution オリジナルタンブラーも当たる！

各1名様
Revolution刻印入「G-SHOCK」
3，000円分「JCBギフトカード」

男/女 各1名様
10名様

B賞

C賞

A賞

初の
スケルトン
カード

チャンピオン決定戦



詳しくはサイトをチェック! スマートフォン・モバイルサイト http://m.gvs.phoenixdart.com/

あなたの勝敗が日本の成績に反映 !
国対抗の「国別ランキング」はウェブで
随時更新中です。

あなたが
日本代表選手だ！

あなたの世界オンライン対戦の成績は、
GLOBAL VERSUS MOVIE
特設サイトで確認できます。

自分の対戦成績や
VERSUS RANKをチェック！

1 2

3 4

オンライン対戦の対戦相手の選択画面で、
ダーツボードの3トリプルを押すことで、日
本(LOCAL)と世界(GLOBAL)を切り替えが
できるようになりました。

世界オンライン対戦のゲーム終了後に、同じ対戦相手に、対戦を申し込め
る機能が登場しました。 
対戦終了後のメッセージのやりとりで、申し込みたいゲームを選択してメッ
セージを送り、相手がOKを選択するとゲームが開始されます。

国内と世界のオンライン対戦
チャンネル簡単切り替え

連続してゲームが簡単にできる！
リマッチ機能登場！！

サブカード対応

NEXT GAME START!
そのまま次のゲームがSTARTします。

フェニックスオフィシャルサイトで登録しているフェニックスカード、D-1Xカ
ードであれば、世界オンライン対戦がプレイできるようになりました。
カードリストに登録したメインカードだけでなく、2枚目以降のサブカード
でもプレイできます。
※アカウントIDを設定している必要があります。

3トリプルを押すとチャンネルが
切り替わります。

PUSH

世界オンライン対戦での
ゲーム移動ボタン

3ダブルを押すとゲームチャンネル
を移動します。

PUSH!

日本(LOCAL)と世界(GLOBAL)を3トリプルで切り替えができます。

次は701GAME
対戦しませんか？
次は701GAME
対戦しませんか？

OK!OK!

ゲーム終了後のメッセージ選択で
次のゲームへ誘うことができます。

相手がマシンのボタンで“OK”または
“キャンセル”を選択。

世界オンライン対戦でのゲーム移動ボタ
ンを3から3ダブルのみに操作が変更とな
りました。 

日本オンライン対戦 チャンネル画面 世界オンライン対戦 ロビー画面

世界オンライン対戦 のプレイ状況 日本オンライン対戦 のプレイ状況

カード１枚目
(メインカード)

カード2枚目
(サブカード)

でもプレイできます。
を設定している必要があります

カード１枚目
(メインカード)

カード2枚目
(サブカード)

を設定している必要があります。す。す

カード１枚目
(メインカード)

カード2枚目
(サブカード)

『世界オンライン対戦 』をプレイするには、会員登録済みの
PHOENIX CLUB CARD、D-1X CARDが必要です。プレイする前に…

、

まずは、十字キーでメニュー画面の
「オンライン対戦」→「世界オンライン
対戦」の項目を選択します。

1 、 、 i et

次に、プレイしたいゲームの種類を
リストから選びます。
「501 GAME」、「701 GAME」、
「STANDARD CR.」の３種類から
選択できる。
今後、対戦ゲームが増えるかも･･･！？

2 、

ゲームを選択すると、ロビー画面に
移ります。ここに、現在対戦できる
プレイヤーと国などの情報がリスト
形式で表示されるので、自分の実力
に合ったプレイヤーを探して対戦を申
し込みましょう。
ロビー内で待機中、相手から対戦を
申し込まれる事もあります。

3 、

と

対戦終了時に、お互いにメッセージ
を送りあえるチャット機能を搭載。
「ありがとうございました」はもちろん、
「次は０１で対戦しましょう」などの、
様々なメッセージが用意されています。
言葉がわからなくても、対戦相手の画
面では、相手国の言葉で表示される
ので、海外プレイヤーとのコミュニケー
ションも簡単に行うことが可能です。

4

プレイ手順
をプレイするには、会員登録済みの

1X CARDが必要です。

、

とと
4444444
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編集部が総力取材！

日本人プレイヤーたちの、海外遠征に密着。

取材レポート特集

日本各地で開催されているプロダーツツアー「PERFECT」で活躍するプレ
イヤーの皆さんが参加した、海外トーナメントへの遠征にVSPHOENIX FAN
のレポーターが密着。
国外のダーツトーナメントの模様を取材してきました。
香港、フランス、韓国の各国で行われた試合の風景や、プロ選手のオフショット
写真など･･･貴重なレポートを６ページに渡り、たっぷりとお届けします！
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取材レポート特集

第９回 ADA TOUR 香港大会
2013年 4月19日（金）-21日（日）/ 香港
アジアだけでなく、各国からプロ・アマチュアを問わず
参戦可能なオープントーナメント。
連日、様々なトーナメントが開催されており、各クラスは
レーティング分けされているので、ビギナーのプレイヤー
も多く参戦しています。
賞金総額はHK$500,000.00。日本円にするとお
よそ￥6,022,613- にもなるビッグトーナメントで、全て
のクラスに賞金が用意されています。

目ざましく発展する観光地、香港で開かれた「ADA TOUR」。
各国代表のプライドがぶつかり合う熱狂の３日間！
今年で９回目を迎えたＡＤＡ ＴＯＵＲ。
１００万ドルの夜景が有名な観光地とし
て、常に観光客で賑わう香港の「九龍」
という街で、トーナメントは開催された。
日本からの代表選手として「山田勇樹」
「山本信博」「浅田斉吾」「小野恵太」「松
本恵」の５名のプロ選手が参加した。
さらに、海外での試合経験を積む目的で
参加していた「田中美穂」も現地で合流。

2012年フェニックスオフィシャルリーグ
全国大会（FINAL STAGE）のチャンピオン
チーム「ＡＩＭ」の村山健、森将平、大穂
徳睦、相良俊介の４名も加えると、総勢
１０名の選手団となった。
全ての選手が優勝を狙える実力を持つ
頼もしい選手団で国際ビッグトーナメント
へ臨んだ。

選手達の泊まるホテルがある尖沙咀の街並みは、いか
にもカンフー映画に出てきそうな景観。

到着当日は試合が無い為、現地のダーツバーを訪問。
現地のプレイヤーたちと対戦して盛り上った。

今回のトーナメントでは、個々が活躍する
場面が多く見られた。
初日のSingles Cricket。山田勇樹選手
は、決勝トーナメント初戦から会場の外
まで聞こえる程の大歓声を浴びていた。
１投が勝敗を分ける接戦の中、PHOENIX 
EYEで得点オーバーすると、次ラウンドでは
WHITE HORSEできっちりクローズし、
見事に逆転勝利を収めてみせたのだ。
２日目の Top Gun Singlesでは男子で

小野恵太選手、女子で松本恵選手が優
勝し、日本人男女のダブル優勝で舞台上
を飾った。
Doubles501では、山本信博選手と浅田
斉吾選手のペアが抜群のチームワークを
見せ付けて優勝。
さらに、最終日の女子 Singles501では
田中美穂選手も初出場ながらも、優勝の
トロフィーを獲得した。

勝負強さを発揮して、会場を沸かせた日本代表選手たち！

今大会中２つのトーナメントで優勝し、
ダブルストーナメントでも準優勝を獲得
した松本恵選手。多くの女子選手の中で
も圧倒的な強さを見せ、第７回・第８回に
続き、第９回でもＭＶＰを受賞した。

最終日、ディナーパーティーの中で授賞式が行われ、
主催者のジョセフ氏から盾と記念品を受取る松本選手。

松本恵選手が、
３年連続ＭＶＰ受賞！

ＡＤＡで注目したい試合は、「Asia Cup-
Super One」トーナメントだ。
特徴は、いわゆる“負け先”方式でゲーム
が進行する事。
1st-Legはコインフリップで先行／
後攻が決めるが、次 Leg以降は全て
前 Leg 負けた選手が先行で始まる
（5th-Legを除く）。
ルール上、どこかでブレイクする事が
必須となるが、代表選手同士の試合
では、至難だ。各国の代表選手がこ
れをどう乗り越え、勝利するのか―。
プライドをかけて争う緊張感とドラマ
のような試合を、是非一度は参加して
生の試合を見に行っていただきたい。

CHECK POINT
ADA TOURで注目のトーナメント決勝トーナメントまで勝ち進むと、Best8

で香港チームに快勝。続くBest4では、
またもや香港の別のチームとマッチカード
となり、健闘するが惜しくも敗れてしまった。
しかし、国際大会で３位タイ入賞と、自信
に繋がる大きな結果を残した。

今大会の為にチームユニフォームを新調しての挑戦！

「ＡＩＭ」チームも、
ガロン戦で３位入賞！

NOTE:
国別対抗戦に出場した選手
だけがもらえるADAオリジ
ナルネックレス。
PHOENIXロゴの「O」の部
分には、赤い宝石のような
ものが埋め込まれている。
各国の代表選手しか受取る
ことができない貴重な一品。

n 日 に 、 た の
ー の の レ ー



取材レポート特集

PHOENIX FRANCE COMPETITION フランスで開催された、PHOENIX 
FRANCE リーグの大会の模様をレポート！
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PHOENIX FRANCE COMPETITION
2013年 5月14日（火）-18日（土）/フランス
ラ・ロッシェル地方で行われたフェニックスの大会。
日ごとにダブルス、シングルス、チーム戦と分かれて、
それぞれ５つのクラスに分かれて試合が行われました。
松本伊代選手と今野明穂選手は、イベントのゲスト
プレイヤーとして、全日程で現地のプレイヤー達と
記念撮影やチャレンジマッチなどを開催して、地元
プレイヤー達との交流を深めていました。

日本から、飛行機で約１２時間！フランスで行われた大会に、
松本伊代選手と今野明穂選手が招待されました。
２０１３年５月１４日（火）から１８日（土）の
５日間に渡り、フランスのラ・ロッシェル
地方で行われたフランスリーグの全国大
会に、松本伊代選手と今野明穂選手が
招待選手としてイベントに参加しました。
当日は、会場ですれ違う参加者に次 と々
記念撮影の依頼を受けたり、チャレンジ
マッチイベントを開催したりと終始大人気
でした。
休む時間もない程、大忙しの両選手でし
たが、貴重な海外でのプレーを存分に満喫

しているようでした。
イベントのひとつには、フランス男子代表
選手のペアとの親善試合も行われまし
た。結果は日本代表ペアがストレートで
フランス代表ペアを下し、見事勝利！
そして最後には、会場に残った一同で
「カントリーロード」を大合唱し、会場全体
が一体感に包まれる中、大会に幕を下ろ
しました。

オープニングで、日本のトッププロプレイヤーとして
紹介をされた松本伊代選手と今野明穂選手。

会場には、フランスの各地域から沢山の参加選手たち
が詰め掛けていた。

6

7

1

会場前に止まっていたPHOENIX FRANCEのトラックと。
会場のあるラ・ロッシェルの港。
当日行われたチャレンジマッチの風景。
会場での朝食は本場のフランスパン。
舞台上に飾られたトロフィーとVSPHOENIX S のマシン。
フランス代表との親善試合。試合前の選手紹介では、　
それぞれの国歌が流れる演出も！
フランス代表ペアと。
２人が投げる周りには、常に多くのギャラリーの人で壁が
できていた。
ショップブース。その場で撮った写真をグッズにプリント
してもらえるサービスでした。
全てのスケジュールを終え、最終日に立ち寄った、パリの
凱旋門で記念撮影。
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PERFECTのFacebookページで写真ギャラリーを公開中！
https://www.facebook.com/PerfectProDartsPC/モバイル



PHOENIX FRANCE

COMPETITION
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PHOENIX SUMMER FESTIVAL
2013年 7月6日（土）-7日（日）/ 韓国・ソウル
韓国で開催されるプロ・アマチュアを問わず参戦可
能なオープントーナメント。
賞金総額はKRW55,000,000（日本円でおよそ
￥4,840,000）。
アマチュア選手でも成績によっては、賞金獲得もで
きる。

２連覇のプレッシャーがのしかかる中、
１回戦「台湾」、２回戦「フランス」に
ストレート勝ちで駒を進めると、３回戦
「アメリカ」では SET 勝利数で日本 0、
アメリカ２と窮地に追い込まれてからの
逆転劇で辛勝。これで勢いのついた日本
チームは、決勝戦「スペイン」に3-1で
快勝し、見事団体戦２連覇を果たした。

女子の代表シングルス戦「FINAL16」。
決勝戦は、松本恵選手と田中美穂選手
の日本人同士の試合となった。
この日、二人は予選ロビンでも対戦して
おり（この時は松本恵選手が勝利）、決
勝戦が２度目の対戦だった。
フル Legまでもつれる接戦の末、松本恵
選手が２度目も勝利し、優勝を勝ち取った。

７月6日（土）、7日（日）に韓国・ソウル
で第３回となるPHOENIX SUMMER 
FESTIVAL が開催された。
開催会場となる「KINTEX」は、ソウル市
の北に位置する「高陽市」にあり、貿易・
営業ビジネスの会議や展示施設として
利用されている。
この「KINTEX」に日本をはじめ、韓国、
中国、香港、シンガポール、台湾、マカオ、
マレーシア、フランス、スペイン、ポルトガル、

アメリカの全１２の国と地域の選手達が
集った。
日本からの代表選手は「山田勇樹」「松
本恵」「谷内太郎」「本間篤」の４名が
出場した。
２連覇のかかる国別対抗戦の大一番へ、
PERFECTプロの精鋭が挑んだ。
また、一般エントリーでは「田中美穂」
「田之口香織」「鈴木愛」「濱田織里絵」
選手らも参加していた。

全てのトーナメントが終わり、緊張の
糸を張り続けていた選手一同を労う
アフターパーティーが催された。
アフターパーティーでは、ダンサーによる
ショーや、２人１組でチームを組んで、
他国のチームと紙コップを早く積み上げ
る早さを競うプチイベントが開かれたり
と各国の選手たちと盛り上がった。

AFTER PARTY！

日本選手たちの総合成績は「優勝２回
（国別対抗戦を含む）」「準優勝２回」「３
位入賞３回」と好成績を収めた。
特に谷内太郎選手は、今大会直前に行
われたPERFECT 第９戦 仙台大会で男
子優勝を収めた事もあり、絶好調だった。
初日の代表シングルス戦「FINAL32」で
準優勝すると、その後のダブルストーナ
メントでは、本間篤選手とのペアで３位
入賞し、２トーナメント連続で表彰台を
獲得した。
２日目の国別対抗戦の決勝トーナメント
３回戦では、アメリカとの試合で5セット
目のシングルスクリケットに出場し、今大
会最高MPR 7.63をマークし、日本チーム
の優勝を支えた。
午後のダブルストーナメントでは、本間
篤選手と２度目のペアで、ベスト16。
個人の成績では「優勝１回（国別対抗戦）」
「準優勝１回」「３位入賞１回」「ベスト１６
が１回」と、実力を遺憾なく発揮。
その活躍する姿は、多くの日本選手たち
の中でも一際目立っていた。韓国ダーツ界で最大級のトーナメント！

PHOENIX SUMMER FESTIVALが、韓国・ソウルで開催！

PERFECT優勝の実力を、
韓国でも発揮！

国別対抗戦
日本チームが連覇達成！

２度の日本人対決を制し、
松本恵選手が優勝！

開場前にも関わらず、大会の入り口には
多くの参加者たちで長蛇の列が。

オープニングには、韓国系アメリカ人歌手
のAilleが登場し、観客を盛上げた。

取材レポート特集

PHOENIX SUMMER FESTIVAL 2013 た、 のPHOENIX
ー の レ ー
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http://m.dartsjapan.jp/p/

アンケートに答えて、

プレゼントをもらおう！

応募はこちら

Vol.17

応募方法
左記QRコードを読み取り、リンク
先のページで、希望の商品、必要
事項を入力後、アンケートに答え
ていただくと応募完了となります。

※当選は、プレゼントの発送をもっ
て替えさせていただきます。

けー

Revolutionの1st.STAGEは、
毎年緊張をして手が震えるほど！
普段はエンジョイダーツですが、
勝ち負けの重みを感じながら
ダーツするのもたまにはいい
ですね。
BRONZEで参加しますので見
かけたらお手合わせを！

ADA香港大会へ行きました。
人生初の海外で、ドキドキの
４日間でした。
選手達も活躍して、非常に思い
出に残るトーナメントでした。
特に浅田選手と山本選手の
ダブルスの決勝戦には、思わず
目頭が熱くなりました。

たまご生まれのパンダ「たま
ぱん」がついにフェニックスカード
になったーっ！今までモニター
での登場がメインだったので、
実際に手に取れるモノになるの
はとても感慨深いっす。
めざせフィギュア化！
応援よろしく。

すぃんずぃ

夏ですね～。。夏バテしてま
せんか？ダーツしながらの水
分補給は忘れずに☆
ダーツを始めて数ヶ月ですが
最近カウントアップの成績が
少～しだけ上がりました^^  
皆さんも上達を目指してコツ
コツ頑張りましょう～！

* ふぇにー *

がつぶやく！！

フォローミー(^▽^)/

@vfan_pmaga

者者読読

ンンププ

VSPHOENIX FANの編集、
制作をしている編集部４人の編集後記。
なかなか聞けない、
レアな裏話が聞けるかも！？

mst(=^ ・ ・ ^=）

全国のDARTSファンに贈る最新PHOENIX情報マガジン

過去に発行したバックナンバーから、
最新号まで全て読める！ 最新号は

こちらから

過去の
バックナンバー

VSPHOENIX FANのWEBページでは、2007年の創刊号～最新
のvol.16までのバックナンバーをPDFで読み返す事ができます。
全てスマートフォンにも対応しているので、外
出先でもチェックできます！
※一部の携帯電話でもご利用いただけますが、通信時に発生する
パケット通信料はお客様のご負担となります。
予めご理解の上ご利用ください。

http://www.dartsjapan.jp/vsphoenixfan/PC/スマホ

PRESENT

A

「Juggler Queen ダーツセット」

バレル（１ｓｔ/400,450）、 Fit Flight AIR、
Fit Shaft Glitter、ダーツケース付き！

「もっと自由に」「もっと強烈に」「もっとゴージャスに」「もっと大胆に」
をキーワードに概念にとらわれない自由な製品を生み出すことを
コンセプトとしたブランドのバレルセット（４００サイズ、４５０サイ
ズ）を各１名様にプレゼント！

※サイズは選べません。

各サイズ１名様

提供：株式会社コスモ精機

PRESENT

D

各サイズ１名様

PRESENT

B

「フェニックスカード （たまぱんデザイン）」

今秋発売予定の新デザイン全２種セット !

フェニックスモバイルで活躍している、たまご生まれのパンダ「たまぱん」
のフェニックスカードが今秋発売になります！
そこで、いち早く新商品をゲットしたい読者の方へ、発売予定の全２種
をセットにして５名様にプレゼントします！

※デザインは実物と異なる場合がございます。

セットで5名様

L-SHaft
「サイレントストレートシャフト（ブラック）」
130/190/260/330 サイズ

フライトの差込口の先端に角度を付け、溝を大きく開いたことで フラ
イトが簡単に装着できるようになりました。
また、フライトガードとして突起をつけたことで、 フライトセット後は
根元をがっちり守り、フライト寿命が大幅にアップ！

※L-Shaftはシャンパンリング、シェルロック専用シャフトです。
※サイズは選べません。

※デザインは実物と異なる場合がございます。
※サイズは選べません。

提供：有限会社インディーズジェイシー

PRESENT

C

「ロゴ入りステンレスタンブラー」

フェニックス公式オンラインショップの最新グッズ！
全３種それぞれ５名様ずつプレゼント。

二重構造のため保冷・保温効果の高い優れもの。
① 「VSPHOENIX」ロゴ/350ml
② 「VSPHOENIX」ロゴ/470ml
③ 「VSPHOENIX S×D-1X」Wネーム /470ｍｌ

各 5名様

提供：フェニックスストア提供：フェニックスストア

①

② ③

130 190 260 330




