
 

 

 

【新規向け】アサギのとうだいオフ【金銀オフ】 

 

 

     
 

 

 

 



主催挨拶 

 この度は、当オフ「アサギのとうだいオフ」にご参加いただき、まことにあ

りがとうございます。主催のおかしょーと申します。私おかしょーはオフ主催

が初めてであり、色々と不安もありましたがスタッフの皆様のご協力もあり、

開催まで一歩一歩確実に歩めていることを大変うれしく思っております。 

 

 ゲームボーイ用ソフト「ポケットモンスター金・銀」が 1999年 11月 21日に

発売されてから 19年、ニンテンドー３DSバーチャルコンソール「ポケットモン

スター金･銀」が 2017年 9月 22日に配信されてから 1年が過ぎ、私たち金銀Ｖ

Ｃ勢は、「俺たちには時を越えた夢がある。」というキャッチフレーズの元、研

究及び対戦競技はますます盛り上がりを見せております。それは、19 年前当時

幼かった私達ポケモントレーナーが描いた夢、それを 19年という長い時空（と

き）を超え、今まさに叶えている最中であることは間違いありません。 

  

そんな私たちが叶えてきた夢、研究の成果を披露する場として、今回スタッ

フであるゴールド氏主催の「ヒストリアカップ」という初代・第２世代対戦競

技オフがあります。開催回数６回を数えるそのオフを通じ、困難を極める厳選

育成を励ましあって乗り越えてきた仲間として、時には勝負の世界で切磋琢磨

しあったライバルとして、ＶＣ勢の横のつながりは非常に強く大きくなってき

たと感じております。 

  

 そこで私は、対戦競技ではライバル関係にあったＶＣ勢の皆様を同志として

招き、「このすばらしいゲームをもっと多くの人に知ってもらいたい」という目

的のもと、すばらしいライバルたちとこの企画を成功させたいと考え、当オフ

を企画しました。色々と不手際、お見苦しい点が発生するかと思いますが、参

加者の皆様にポケットモンスター金・銀の世界をより楽しんでもらえるよう、

スタッフ一丸となって尽力していきます。どうぞゆっくり楽しんでいってくだ

さい。 

 

    「アサギのとうだいオフ」主催；おかしょー 



１、オフ概要 

①オフ名：アサギのとうだいオフ 

 

②目的：「ポケットモンスター金・銀・クリスタルバージョン」のバーチャルコ

ンソール版、ポケモンスタジアム金銀、旧裏ポケモンカードによる交流を通じ

て新規拡大による第２世代ポケットモンスターの発展を目的とする。 

 

③イベントスタッフ 

 主催：おかしょー 

  

四天王＆ポケスタ金銀担当 

 ゴールド、yasu、１１９２、エラー 

 

 四天王＆フリー対戦担当 

 ルイピカ、カツノリ、らて、あーみん 

 

 旧裏ポケモンカード担当 

 ７０８、ＫＧ 

 

チュートリアル担当 

シグルド 

 

庶務担当 

あいす、あろるふぁす 

 

スペシャルサンクス 

ＣＨ（第２世代対戦サイト魔人島管理人） 

 

④日時 ２月１７日（日）１０：００～１９：００ 

 

⑤場所 グリーンカレッジホール ３階教室１ 

 

⑥参加費 ￥１０００ 

 

⑦参加定員 ５０名 



２、イベントスケジュール 

９：３０ 受付開始 

 

１０；００ 開会・自己紹介 

 

１０：３０ エキシビションマッチ （おかしょーＶＳゴールド） 

 

１１：００ メインイベント午前の部開始 

 

１２：３０ 昼休憩 

 

１３：３０ メインイベント午後（１）の部開始 

 

１５：００ ミニゲーム大会 

 

１６：００ メインイベント午後（２）の部開始 

 

１８：００ メインイベント終了・景品交換 

 

１８：３０ ？？？？？ 

 

１９：００ 閉会 

 

 
 



３、メインイベント説明 

①四天王ブース ～四天王に挑戦し、４連勝を目指そう！～ 

 

 

 

担当スタッフ 

１組目 ゴールド、カツノリ orあろるふぁす、エラー、あーみん 

２組目 ルイピカ、yasu、らて、１１９２ 

    

 説明 

・ニンテンドウカップ２０００ルールに準拠。（ルール詳細は後述。） 

・レンタルロム有り。 

・挑戦すれば１Ｐ、四天王に勝てばさらに１Ｐゲット。スタンプが押される。

ただし４種類全て違うスタンプでなければ４勝 or４連勝とはみなされない。

（同じスタンプ４つで４勝とはならない。） 

・挑戦者側は、挑戦者同時の情報交換は可とする。 

・挑戦者側は、連勝中はパーティ、固体変更は不可とする。 

・四天王側はパーティ or固体変更は可とする。 

・４勝すれば景品贈呈。４連勝すれば・・・？※何回４勝しても景品はひと

つだけ。 



②ポケモンスタジアム金銀体験ブース ～金銀３Ｄの世界を体験し

よう～ 

 

 

担当スタッフ 

１組目 yasu、１１９２ 

２組目 ゴールド、エラー 

 

説明 

・レンタルパーティで自由に対戦ができる。 

・自前のＧＢソフトがあれば使用可能。 

・勝敗にかかわらず、試合を行えば両者１Ｐゲット。 

・一撃必殺技有り、無しのルールで対戦が行える。 

 

 

 

 

 

 

 

 



③フリー対戦ブース ～金銀対戦を自由に体験しよう～ 

 

 

 担当スタッフ 

 １組目 ルイピカ、らて 

 ２組目 シグルド、あーみん 

  

 説明 

・ レンタルロムを自由に使用し、参加者同士で対戦ができる。 

・ニンテンドウカップ２０００ルールに準拠。（ルール詳細は後述。） 

・ 希望があればスタッフがセコンドにつく。 

・ 対戦相手がいない場合、スタッフが相手をする。 

・ 勝敗にかかわらず、試合をすれば両者１Ｐゲット 

 

 

 

 

 

 

 

 



④チュートリアル・資料集ブース ～ちょっと一息。懐かしい攻略本もあるぞ

～ 

  

 担当スタッフ シグルド、カツノリ 

  

 説明 

・ 休憩所。 

・ 常設パソコンで金銀対戦動画を自由に見ることができる。 

・ 金銀対戦同人誌「ポケモンバトルノスタルジア」をはじめ、様々な金銀本

を読むことができる。 

 

  

⑤旧裏ポケモンカード体験ブース～懐かしのポケモンカードと触れ合おう～ 

   

 担当スタッフ ７０８、ＫＧ 

 

 説明 

・ 旧裏ポケモンカードのレンタルデッキで自由に対戦ができる。 

・ スタッフがチュートリアル、セコンドにつきます。 

・ 勝敗にかかわらず試合を行えば１Ｐゲット。 

・ 希望があれば別世代対戦も可とする。（その場合ポイントは発生しない。） 



４、サブイベント説明 ミニゲーム大会 

 
・受付で行ったくじ引きを元に、参加者で４チームに分かれて、ポケモンスタ

ジアム金銀によるミニゲーム大会を行う。 

・スタッフ４名（あいす、あろるふぁす、ＫＧ、７０８）もチームに入る。 

・あらかじめ順番を決めておく。 

・コイン８枚とったチームが優勝となる。優勝チームには景品有り。準優勝以

下もそれぞれ３，２，１Ｐとスタンプゲット。 

 

 

 

 

 

 

 

５、景品について 

 

・景品贈呈時間は１８：００～１８：３０ 

・２Ｐで１回くじが引ける。 

・参加者全員に京浜を行き届けさせるため、５個以上景品が当たればその時点

でくじ引き終了。 

・一番ポイントをためた参加者は、くじを引かない代わりにポイントＮｏ．１

賞をゲットすることができる 

・その他賞一覧。 

四天王４勝  

 ミニゲーム大会優勝 

 ？？？？？賞 

 



６、ニンテンドウカップ２０００ルール詳細。  

※きんのいれば：ポケモンバトルヒストリアより抜粋 

・戦闘前に関するルール事項。 

 使用できるポケモンは全国図鑑（ゲーム中では『ふるいずかん No.』）No.001〜149、

152～248の 246種類。 

 同じ種類のポケモンを使ってはならない。 

 持ち物を装備させることができる。 

 同じ持ち物を持たせてはならない*1。 

 ウラワザ*2を使って育てたポケモンは使用禁止 

 （今大会［第 5回ヒストリア杯］より追加ルール）変身

中に「スケッチ」をすることで本来覚えられない技

や技の組合せを覚えたポケモンの使用禁止*3の

使用を禁ずる。。 

 6匹のポケモンをエントリーしてお互いのパーティを見せ合い、戦闘に参加させ

る手持ちを 3匹選ぶ。 

 試合ごとのパーティならびにレベル、ステータス、技変更は禁止。 

 対戦に使用できるポケモンのレベルは 50〜55。選出できる 3匹の合計は 155

以下。 

 使用できるバージョンはバーチャルコンソール版の「金・銀・クリスタルバージョ

ン」のみ*4。 

 対戦に臨む前にポケモンセンターで HP・PP・状態

異常を完全回復して臨まなければならない*5 

 

 

http://gold.hatenadiary.jp/entry/2018/06/24/000000#f-969cd24b
http://gold.hatenadiary.jp/entry/2018/06/24/000000#f-02ec1ed8
http://gold.hatenadiary.jp/entry/2018/06/24/000000#f-735b58f4
http://gold.hatenadiary.jp/entry/2018/06/24/000000#f-c65bae3e
http://gold.hatenadiary.jp/entry/2018/06/24/000000#f-9903dad3


 

・戦闘中に関するルール事項。 

 手持ちの最後のポケモンで「じばく」「だいばくはつ」「ほろびのうた」「みちづれ」

で相手を倒した場合は負けとなる。 

 手持ちの最後のポケモンで「すてみタックル」「とっしん」「じごくぐるま」「わるあ

がき」で相手を倒した場合は勝ちとなる。 

 自分の技によって*6相手の手持ちのうち 2/3以上を眠り状態にしてしまった時

点で負けとなる。 

 相手から受けた「ねむりごな」を「アンコール」することで相手を強制的

に反則負けにするのも OK*7。 

 自分の技によって相手の手持ちのうち 2/3以上を凍り状態にしてしまった時点

で負けとなる。 

 

*1:「どろぼう」により対戦中に同じ持ち物を装備した状態になっても失格にならない 

*2:具体的にはいわゆるセレクトバグ、とくしゅエンカウント（fifth法）、『5かい』『てへ』『なかよしバ

ッヂ』『わざマシン 17』などを用いた任意コードの実行、レポート途中の電源オフによるポケモン増

殖、虫捕り大会離脱→再開を用いたバグら 

*3:「へんしん」以外の技を覚えたメタモンやそれを介して実現可能になる「あまえる」を覚えたフシ

ギダネ、フシギソウ、フシギバナ、カビゴン、「バリアー」を覚えたヒトデマン、スターミー、「おいうち」

を覚えたベトベター、ベトベトン、および通常同時遺伝不可能な技を覚えたポケモン（ガラガラの

「つるぎのまい」と「ほろびのうた」の同時遺伝など 

*4:赤・緑・青・ピカチュウ版との通信交換は可 

*5:眠り・凍りのルール判定の複雑化回避のため 

*6:相手の「ねむる」によって相手の手持ち 2/3が眠り状態になっても失格にならない。また、味方

の「ねむる」を使って退くことにより、相手の「キノコのほうし」「あくまのキッス」「ねむりごな」「さいみ

http://gold.hatenadiary.jp/entry/2018/06/24/000000#f-d27527b7
http://gold.hatenadiary.jp/entry/2018/06/24/000000#f-454fb2fc
http://gold.hatenadiary.jp/entry/2018/06/24/000000#fn-969cd24b
http://gold.hatenadiary.jp/entry/2018/06/24/000000#fn-02ec1ed8
http://gold.hatenadiary.jp/entry/2018/06/24/000000#fn-735b58f4
http://gold.hatenadiary.jp/entry/2018/06/24/000000#fn-c65bae3e
http://gold.hatenadiary.jp/entry/2018/06/24/000000#fn-9903dad3
http://gold.hatenadiary.jp/entry/2018/06/24/000000#fn-d27527b7


んじゅつ」「うたう」を封印することができる。なお、自分の技によってのため、「ゆびをふる」で相手

の手持ちを 2匹以上同時に眠りにしたとしても失格 

*7:「アンコール」を覚えるウツボットとツボツボ（「まきつく」）、ジュゴン（「うずしお」）、ドーブル（「ク

モのす」）に注意 

 

・通信エラーについて。 

通信エラーが発生した場合は、まず、スタッフを呼んでください。スタッフ立会いの下、当

事者間での話し合いで以下のいずれかで続行をしてください。 

 勝敗の決定（エラーの原因や中断した試合の勝敗が決定的に明らかな場合に限る） 

 再現の要請 

 再戦の要請（再現不可能もしくは困難な場合） 

 

 

（注意）レンタルロムについて 

ロムをレンタルする際は、必ず対応の番号と名前を記載し、四天王及びフリ

ー対戦ブーススペースから持ち出さないようお願いします。上記ブースから

出る際は必ずロムを返却してから、退出するようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gold.hatenadiary.jp/entry/2018/06/24/000000#fn-454fb2fc


７、参加規約 

1.オフ会の会場は公共の施設を利用しています。大声で騒がない、ごみは持ち帰る等、

他の利用者の方のご迷惑にならないようご配慮をお願いします。   

2.当オフ会は非営利目的で開催していますが、参加者の皆様には運営費用（会場利用

料、各種物品代その他）の割前負担金として主催者が定める「参加費」をご負担いた

だきます（細かい使途については、主催者にご一任ください）。   

3.所持品の盗難、紛失、データの消失、参加者同士のトラブル等、当オフ会の参加に

関連して発生したいかなる損害に対しても主催者・スタッフは責任を負いかねます。

特に所持品の管理については参加者各自の責任で厳重に行ってください。   

4.参加者募集期間終了後に参加をキャンセルしたり、当日無断欠席をされた方は、次

回以降当オフ会への参加をお断りする等のペナルティを科すことがあります。   

5.対戦競技に参加されない方や全試合消化された方は、他の参加者の対戦競技の試合

消化等を妨げないようご配慮ください。   

6.当オフ会では、通常のプレイにあたらないバグ技やソフトのデータを改造する機器

やプログラムを使用して改変・改造・複製されたポケモンや「どうぐ」等  のデータ

の持ち込みを禁止しています。万一、違反が発覚した場合には当オフ会への出入禁止

等厳しいペナルティを科すことがあります。   

7.当オフ会では、ハードやソフトの通信の内容を解析し、コマンド選択の内容や本来

公開されない情報を表示する機器やプログラムの持ち込みを禁止しています。万一、

違反が発覚した場合には当オフ会への出入禁止等厳しいペナルティを科すことがあ

ります。   

8.行動や言動に著しく問題があったと認められた方に対しては、主催者の判断で当オ

フ会への参加をお断りする場合があります。   

9.小学生以下の方は必ず保護者同伴の上でご参加願います。また、未成年の方は必ず

保護者の方の許可を得てからご参加ください。   

10.当オフ会への取材にあたる行為（決勝戦等の上位戦の動画・ログの印刷物への掲

載、動画投稿サイトへの投稿等）については、事前に主催者にご相談ください。   

11.オフ会中は、主催者・スタッフ及び主催者が認めた取材者が取材（写真・動画の

撮影、放映及び配信や参加者へのインタビュー等）を行うことがあり、参加者の皆  様

には取材に協力していただくこととします。ただし、顔出しや使用ポケモンの詳しい

情報（種族名及び対戦中にわかる情報以外の情報）についてはこの限りで  はありま

せん。取材した内容は、ネット上や印刷物に掲載することがあります。   

12.各種防災気象情報等の発表や会場並びに主催者の都合により、予告なくオフ会を

中止することがあります。  

 

 



８、ポイント欄 

四天王 

１周目 

 

２周目 

 

３周目 

 

４周目 

 

５周目 

 

６周目 

 

７周目 

 

８周目 

 

９周目 

 

１０周目 

 

 

 

フリー対戦 

 

 

 

ポケモンスタジアム金銀 

 

 

 

旧裏ポケモンカード 

 

 

                          ポイント合計  Ｐ 


