
 

総則 

1.トーナメントディレクターとフロア担当は、ゲームにとっての最重要事項及び公平さを最優

先として考慮し、判断を下すものとする。トーナメント ディレクター及びフロア パーソンの

決定は最終的なものである。 

2.プレイヤーの責任 – プレイヤーは、参加登録データおよび席の割り当ての確認、ハンドの保

護、意図の明確な表現、アクションの進行を追うこと、順番を守ったアクションの実行、アク

ションを行う権利の保護、カードの視認性の確保、適切なチップ スタックの維持、ハンド参加

中に席を立たないこと、間違いに気づいたときは声を上げること、テーブルをすばやく移動す

ること、1 プレイヤー 1 ハンド ルールに従うこと、ルールを知り従うこと、適切なエチケッ

トを守ること、トーナメントの秩序維持に寄与することが求められる。 

3.公式トーナメント ポーカー用語 – ベットまたはアクションに関する公式用語は、ベット、

レイズ、コール、フォールド、チェック、オールイン, ポット (ポット リミットに限る)、完

了など、簡潔で間違いようがなく、伝統的な宣言を用いる。地域限定の規約もこの基準を満た

す。標準言語以外の言語およびジェスチャーは、プレイヤーが意図していなかった規定が下さ

れる可能性があるので、プレイヤーが自己責任で使用する。意図を明確にするのはプレイヤー

の責任である。 

4.電子機器 - 電子機器とは以下の機器を指すが、これに限定されるものではない。電子機器を

テーブル (ポーカー テーブルのあらゆる部分を含む) に置くことは認められない。プレイヤー

はレールに物品を置くことができる  

a. 電話 - ハンドに参加しているか否かに関わらず、プレイヤーはテーブルで電話

を使用することはできない。電話を使用する際はテーブルから離れる必要がある。 

b. 電話、タブレット、ラップトップ – プレイヤーはこれらの機器をテーブルで使

用できるが、ハンド中は使用できない。テーブルに着席中にラップトップを外部

電源に接続することはできない。 

c. Periscope、Twitch など – プレイ中にアプリまたはその他の種類の放送機能を

使用してトーナメントを放送することはできない。 

d. 着用可能な録音・録画機器 – これらの機器およびいかなる種類の録音・録画機

器の使用もこれをポーカー ルーム全域で禁止する。 

e. テレビ撮影対象テーブルまたはメインイベントのファイナルテーブルでの電子機

器の使用は認められない。 

f. ゲーム妨害 - 電子機器やその他の物品を使用することでゲーム進行を遅らせて

いる、または他のプレイヤーに迷惑をかけているとフロア スタッフが判断した

場合、PSLive はプレイヤーに該当機器や物品の使用を停止するよう要請する権

利を保有する。本、雑誌、電子機器等を含むがこれに限定されない外的影響によ



り、あるプレイヤーがゲーム進行を遅らせているとプレイヤーが感じた場合、プ

レイヤーは、フロア担当に連絡するようディーラーに要請する事ができる。 

5.ディール - 開催地のゲーム規定に反しない限り、すべての会場でディールを行う事が可能で

ある。すべてのディールはメディアに報告される。  

トーナメントの座席 

6.配席/スタック - トーナメントの座席は無作為に割り当てられ、譲渡することはできない。

トーナメントスタッフは、トーナメント中如何なる時であれ、身体に障がいを持ったプレイヤ

ー為に席を調整、またトーナメント開始時にテーブルの均衡を保つ為に席を調整する権利を有

する。プレイヤーは自身の責任において、登録確認票の記載事項が正しいかどうか確認するも

のとする。補欠、遅れてのエントリ、再エントリの場合はスタック全額を受け取る。プレイヤ

ーは着席し、スモールブラインドとボタンの間を除くポジションの権利および責任を負う。 

7.個人認証 - プレイヤーはすべての PokerStars LIVE Macau ライブ イベントのトーナメント

開始時および再開時に有効なパスポートおよび/またはマカオ/香港の身分証明書を持って着席

する責任を負う。不正な身分証明書を使用したものは罰則の対象となり、イベントへの参加資

格を取り消される場合がある。 

8.リバイ - リバイを希望するプレイヤーはハンドを免れる事はできない。プレイヤーが新たな

ハンドが始まる前にリバイの意思を示した場合、そのプレイヤーチップがあるものとしてプレ

イを続け、リバイをする義務がある。 

9.テーブルブレイク - ブレイク方法については、参加登録受付が終了してから発表される。

PokerStars LIVE Macau は休憩の順番を変更する権利を留保する。ブレイクされたテーブルか

ら他へ移るプレイヤーのポジションに関する権利と義務(ボタン、スモールブラインド、ビッグ

ブラインド)は引き継がれる。スモールブラインドからボタンまでのハンドは配られない。 

a. テーブルは 2重ランダム化によりブレイクされる。ディーラーはハイ カードを持つ

プレイヤーから順にテーブルの座席を割り当てる。フロアパーソンがシートカード

を混ぜ、位の高いカードから時計回りにテーブルに配る。 

10.テーブルの人数均等化 - 3名のプレイヤーが欠けたテーブルではプレイは停止される。フ

ロップとミックスゲームでは、プレイヤーはビッグブラインドから、可能な場合はシングルビ

ッグブラインドを含む最も悪いポジションに移される。最悪のポジションがスモールブライン

ドである事はない。トーナメントの後半になると、トーナメント ディレクターの裁量でテーブ

ルが配分される。 

 

進行手順 

11.ボタン - 各イベントの開始時、再開始時、席替え時、ファイナルテーブル開始時にボタン

を位置を決める抽選が行われる。この抽選はトーナメント全体のボタン位置を決定する。  



a. デッドボタン - すべてのイベントはデッドボタンを使用してプレイが行われる。

デッド ボタンとは、プレイヤーの敗退や、スモール ブラインド - ボタン間の

ポジションに新たなプレイヤーが着席したため、次のポジションに移動できない

ボタンをいう。 

b. ヘッズアップ ボタン - ヘッズアップのプレイ中、スモールブラインドはボタン

の位置で、最初にプレイする。ヘッズアップ開始時、どのプレイヤーもビックブ

ラインドを2回連続で受けないよう、ボタンを調整する必要が生じる場合がある。 

c. ボタン位置の間違い - ディーラー ボタンが間違った場所に置かれ、実質的なア

クション (ルール 41) 後にそれが発覚した場合はプレイを続行し、次のディー

ル時にボタンは時計回りに移動する。アクション前に発覚した場合は、ミスディ

ールとなりボタンは正しい位置に戻される。 

12.チップレース - チップのカラーアップを行う際には、最大 1枚のチップがプレイヤーに与

えられるまでレースが行われるものとする。チップレースは常にディーラーのすぐ左に着席し

ているプレイヤーから開始する。チップレースによりプレイヤーがトーナメントから排除され

ることはない。プレイヤーの残りチップが 1枚だけとなり、そのプレイヤーがレースに負けた

場合は、プレイに使用されている最少単位のチップを 1枚与えられるものとする。チップレー

ス後、低い単位のチップがスタックに残っているプレイヤーは、それらがプレイに使用されて

いるチップと同価値を持たない限り、それらのチップを放棄するものとする。プレイヤーはチ

ップ レースに立ち会うことを奨励する。 

13.カラーアップ - トーナメント スタッフはいつでも単独の裁量でプレイヤーのカラーアップ

を行う権利を留保する。プレイヤーはカラーアップに立ち会う権利を有し、またそうすること

を奨励する。裁量によりカラーアップを行う場合は、プレイヤーが残って見守ることができる

ようにプレイヤーにカラーアップを行うことを知らせる。 

14.余ったチップ - 余ったチップはボタンの左に位地する最初の適格ハンドのものとなる。  

15.カード、チップ、スタックの可視性 - プレイヤーは、カードを常に見えるようにしておか

なければならない。プレイヤーが対戦相手のチップ額を見積もることができるように、チップ

は数えやすいスタックにしておく。PSLive は業界標準として 20 の倍数のスタックに整理する

ことを推奨する。プレイヤーは、額面が最高のチップを常に見える状態に保たなければならな

い。  

a. プレイヤーは実際の正確なベット額に対する権利のみ有し、対戦相手がオールイン

した場合はその対戦相手のチップ全額のみ手に入れることができる。 

16.チップの移動 - 全てのチップはチップラックに入れて移動し、如何なる時も見えるように

しておく必要がある。プレイヤーはトーナメントチップを見えない状態で持ったり運んだりし

てはならない。そのような行為をしたプレイヤーはチップを没収され、出場資格を失う場合が

ある。没収されたチップは、ゲームから除外されるものとする。 

17.デッキ交換 - デッキの交換はディーラーまたはフロア パーソンの判断により行う。プレイ

ヤーはデッキ交換を要求してはならない。 



18.フォールドされたハンド - ディーラーかプレイヤーにより、ディーラー「マック」、バー

ンカード(捨てられたカード)、ボード、捨てられたカードの束に下向きのまま触れた手札は、

フォールドしたと見なされる。ルール 1を受け、フロア パーソンは、正当な理由がありかつ

ハンドが可能な状態にある限り、マックされたハンドをプレイに戻すことができる。ベットの

順番で、カードを前方に投げ出す所為をしたプレイヤーはハンドをフォールドしたものと見な

される。フロア担当の決定が最終決定となる。 

a. ルール#18の状況が当てはまる場合、ターンでのフォールドは拘束力がある。 

19.ハンドについての協議とハンドの無効化 - ハンドについて協議する権利は新しいハンドの

開始をもって失われる。新しいハンドは最初のシャッフルから始まる。シャッフル マシンを使

用するテーブルでは、ディーラーによるデッキ取り出しボタンの押下をもって新しいハンドが

開始する。 

a. ハンドの無効化 - ディーラーはテーブルに置かれ、明らかに勝利ハンドである

ハンドを無効にすることはできない。誤った措置がなされる可能性があると思わ

れる場合は、プレイヤーがテーブルに置かれたハンドの確認に協力されたい。 

b. 保護されていないハンド - ディーラーが保護されていないハンドを無効にした

場合、プレイヤーは補償や払い戻しをうけることはできない。例外として、プレ

イヤーがレイズし、そのレイズがまだコールされていなかった場合はレイズ額を

受け取ることができる。ただし、レイズがコールされた場合は当該プレイヤーは

敗退する場合がある。 

20.サイド ポット - サイド ポットは独立したポットとして分けられる。ポットを分ける前に

ポットを 1 つにすることはない。プレイヤーはいかなる理由においてもポットに触れることは

できない。 

21.クロックの要求 – 妥当な長さの時間が経過し、プレイヤーはクロックが要求することがで

きる。フロア パーソンが要求を承認すると、プレイヤーに 1 分間の考慮時間が与えられる。

この 1 分間は、50 秒の時間制限と、アクションが行われなかった場合の 10 秒のカウントダ

ウンからなる。カウントダウン終了時までにアクションがなされなかった場合、そのハンドは

無効となる。トーナメント監督者は、プレイヤーが意図的に時間をかけていると判断される場

合、クロック時間を短縮する権利を有する。意図的にゲーム進行を遅らせていると判断された

プレイヤーは罰則の対象となる。  

a. レベル時間が 20 分以下の PSLive トーナメントでは、クロックは 25 秒、カウントダウン

は 5 秒となる。 

b. カウントダウンとプレイヤーのアクションが同時だと思われる場合は、通例プレイヤーに有

利に判断される (ルール 1 に基づき再検討中)。 

22.終盤のプレイ - 複数日に渡って開催されるトーナメントでは、遅延を防ぐために以下の措

置が取られる。最後のレベルの残り時間 15分～5分の間、トーナメントディレクターはクロッ

クを停止する。一人のプレイヤーが 3～7のうち 1枚のカードを引き、それがその日にプレイさ

れる残りハンド数となる。トーナメントディレクターは残りハンド数を宣言し、全てのテーブ



ルで次のシャッフル又はシャッフルマシーンのデッキ取得ボタンを押した時点から、残りハン

ド数が適用される。 

23.ハンドフォーハンド・プレイ - 入賞賞金が支払われる順位(「マネーバブル」)近くまでゲ

ームが進行すると、トーナメントはハンドフォーハンド・プレイに切り替わる。トーナメント 

ディレクターがハンドフォーハンド プレイを宣言した時点で、全てのテーブルは現在プレイし

ているハンドを終了し、アクションを停止する。全てのテーブルがそのハンドを終了すると、

各テーブルのディーラーは 1ハンドのみディールし、更にそのハンドが終了すると再度アクシ

ョンを停止する。これはトーナメント入賞順位に達するまで繰り返される。 

a. コールされたオールイン - ハンドフォーハンド プレイの最中、コールされたオールイ

ンが発生したテーブルでは、ハンドの公開も含め全てのアクションを一時停止する。そ

のテーブルは全ての他のテーブルがそのハンドを終了するのを待たなければならない。

他のテーブルでハンドが終了したら、フロア担当がオールインのあったテーブルへ行き、

ハンドをプレイするよう指示する。コールされたオールインが複数テーブルで発生した

場合は、ひとつのテーブルずつプレイする。 

b. 2 名以上のプレイヤーが同じハンドで異なるテーブルで脱落したときには、それらのプ

レイヤーは同順位となる。 

c. 2 名以上のプレイヤーが同じハンドで同じテーブルで脱落したときには、ハンド開始時

により多くのチップを有していたプレイヤーが上位となる。 

アクション 

24.新トーナメントレベル - ラウンドが終了し、新たなラウンドがトーナメントスタッフによ

り宣言されると、次のハンドから新しいリミットが適用される。新しいハンドは最初のシャッ

フルから始まる。シャッフルマシーンを使用する場合、ディーラーがデッキ取得ボタンを押し

た時からハンドが始まる。 

25.着席義務 - ハンドを開始するためディーラーがボタンに最後のカードを配る時点にプレイ

ヤーは常に着席していなければならない。着席していないプレイヤーのカードは、最後のカー

ドがボタンに配られた後、ディーラーによりマックされる。プレイヤーはタイムを要求する際

は着席していなければならない。「着席」とは、自分の席にいつでも着ける状態を指す。判断

しかねる場合はフロア担当の決定が最終決定となる。 

26.アクション待機 - ハンド中、自身がまだプレイを続けている場合、そのプレイヤーはテー

ブルに着席していなければならない。これにはオールインの場合も含まれる。オールインした

ら、テーブルに着席したままで居るべきであって、レールの方へ行ったり、部屋を歩き回った

り、メディアと話をしたりするべきではない。自身がハンドプレイ中にテーブルを去るプレイ

ヤーは、罰則の対象となる。 

27.レイズの回数制限 - ノーリミット ゲームではレイズの回数に制限はない。リミット イベ

ントでは、最大ベット額はハウス ルールに従う。ハウス ルールが定められていない場合はベ

ット 1 回、レイズ 3 回とする。トーナメントがヘッズアップに移行すると、レイズ回数は無

制限となる。 



28.ストリング ベット - ディーラーはストリング ベットまたはストリング レイズを指摘する

責任を負う。ディーラーが気付かなかった場合は、テーブルに着席しているプレイヤー全員が

ストリング ベットまたはストリング レイズを指摘されたい。プレイヤーが指摘したストリン

グ ベットまたはストリング レイズはフロア パーソンが確認する。ストリング ベットまたは

ストリング レイズは、ベットまたはレイズを数回の動作で行おうとすることをいい、事前に意

図を宣言することなくスタックに戻したり、プレイヤーのアクションが完了する前に意図を持

って順番を間違えてアクションを行わせようとする視覚的詐術を含む。 

29.実質的なアクション – 実質的なアクションとは、順番通りの 2 つのアクションの内少なく

とも 1 つのアクションでチップをポットに置いた場合、または順番通りに行われた 3 つのア

クションの組み合わせ (チェック、ベット、レイズ、コールまたはフォールド) をいう。 

30.順番通りの宣言およびアクション (アンダーコールを含む) – 順番通りに行われたベットの

宣言は拘束力を有する。順番通りにポットに置かれたチップは全額がポットに残る。プレイヤ

ーは常に順番にアクションを行う。  

a. アンダーコール – アンダーコール (現在のコール額を下回る額をベットするこ

と) は、3 人以上が参加するベッティング ラウンドでの最初のベットに対する

コールである場合、またはヘッズアップでのベットに対するコールである場合は、

全額コールしなければならない。すべての状況でトーナメント ディレクターの

裁量が適用される。このルールのため、ブラインド ゲームでは、ポストされた

ビッグ ブラインドが最初のラウンドの最初のベットとなる。 

31.順番を間違えた宣言およびアクション – 順番通りに行われたベットの宣言は拘束力を有す

る。順番通りにポットに置かれたチップは全額がポットに残る。プレイヤーは常に順番にアク

ションを行う。自分に先行するプレイに影響を及ぼすために故意に順番を間違えてアクション

を行うプレイヤーには罰則が科される場合がある。順番を間違えた宣言およびアクションは、

当該プレイヤーのアクションが変更されなかった場合は拘束力を有する。コール、チェック、

フォールドはアクションの変更とはみなされない。アクションが変更された場合、順番を間違

えたベットは拘束力を有さず、順番を間違えたプレイヤーに返却される。順番を間違えたプレ

イヤーはすべて選択肢 (コール、フォールド、レイズ) が回復される。 

a. プレイヤーがレイズし、レイズがコールされる前にそのハンドが無効にされた場合、当該プ

レイヤーはレイズし直すことができるが、コールの額は没収される。 

32.承認されたアクション  – コールするプレイヤーは、コールする前に、他者の発言にかかわ

らず自らの責任において対戦相手のベットの正確な額を測定する。コールしたプレイヤーが勘

定を要求し、ディーラーまたはプレイヤーから受け取った情報が不正確で、その額を出した場

合、コールしたプレイヤーは正確なアクションを承認し、正確なベット額またはオールイン額

が適用される。トーナメントでのあらゆる状況と同様、トーナメント ディレクターの裁量でル

ール 1 が適用される。 

33.額が大きすぎるチップ - プレイヤーがレイズと宣言せずに額が大きすぎるチップ 1 枚をポ

ットに置いた場合はコールとみなされる。プレイヤーが額が大きすぎるチップ 1 枚をポットに

置いて「レイズ」と宣言したが金額は宣言しなかった場合は、当該チップの額面を最大額とす

るレイズになる。額が大きすぎるチップ 1 枚でレイズするには、チップがテーブルの表面に触



れる前に宣言しなければならない。フロップ後、ベットの順番が最初のプレイヤーが額が大き

すぎるチップ 1 枚を宣言せずに使用した場合は、チップの額面と同額のベットとみなされる。 

34.複数のチップ - ベットに対して同じ額面の複数枚のチップが置かれたときに、その内のチ

ップ 1 枚を取り除くとコール額よりも少ない額になる場合はコールとみなされる (最初にレイ

ズを宣言した場合を除く)。例えば、ブラインドが 200-400 で、プレイヤー A が 1200 (800 

のレイズ) をベットした場合、プレイヤー B がレイズを宣言せずに 1,000 チップ 2 枚を置く

と、コールとなる。プレイヤー B が 4 枚の 500 チップを置いた場合は 2,000 (さらに 800 

のレイズ) へのレイズとみなされる。 

35.レイズ - 意図を明確にするのはプレイヤーの責任である。プレイヤーは正確なベット額ま

たはレイズ額を宣言することを強く奨励する。ノーリミットまたはポットリミットではレイズ

は次の方法で行わなければならない。 

a. 1 回の動作で全額をポットに置く。 

b. チップをポットに置く最初の動作の前に全額を宣言する。 

c. チップをポットに置く前に「レイズ」を宣言し、スタックへのもう 1 回の動作でアク

ションを完了する。 

36.ハーフベット レイズ - プレイヤーが 1 つ前のベットの 50% 以上ミニマムレイズ未満の額

をレイズする場合は、フル レイズしなければならない。レイズはミニマム レイズと同額とす

る。プレイヤーが「レイズ」と宣言せずに 1 つ前のベットの 50% 未満のレイズを置いた場合

は、1 つ前のベットをコールしなければならない。 

37.オールイン レイズ - フル レイズよりも少ないオールインにより、1 つ前のベットしたプ

レイヤーが再びベットできるようにはならない。 

38.オールインと隠れていたチップ - オールインが認められると、隠れていたチップを含めて

プレイヤーのスタック全額がハンドに賭けられる。ただし、オールインしたプレイヤーは隠れ

ていたチップから利益を得ることはできない。 

a. 例 - プレイヤー A が 21,000 をオールイン。プレイヤー B が 100,000 のスタックで

コール。チップを中央に押し出す際にプレイヤー A が腕の下に 2 枚の 1,000 チップ

があるのを発見。プレイヤー A がポットを獲得した場合は 21,000 チップのみ獲得す

る。プレイヤー A が当該ハンドでトーナメントから敗退した場合は、対戦相手が 

23,000 全額を獲得する。 

b. 例外 - プレイヤー A が 50,000 をオールイン。プレイヤー B が 55,000 のスタック

でコール。チップを中央に押し出す際にプレイヤー A が腕の下に 1 枚の 10,000 チッ

プがあるのを発見。プレイヤー A がポットを獲得した場合は 50,000 チップのみ獲得

する。プレイヤー A がポットを獲得できなかった場合は、対戦相手がプレイヤー A の 

55,000 のスタックを獲得しダブルアップする。 

 

ショーダウン 



39.宣言 - ハンドの勝利者はカードによって決定される。プレイヤーのハンドの内容の宣言に

は拘束力はない。ただし、トーナメント スタッフ の裁量に基づき、意図的にハンドを誤った

プレイヤーは罰則が科される場合がある。 

40.オールイン ショーダウン - プレイヤーがオールインし、アクションが全て完了すると、全

てのカードが表を上にして置かれる。プレイヤーがカードが公開される前に誤ってハンドをフ

ォールド/マックした場合、トーナメント スタッフは明確に特定可能であればカードを取り戻

す権利を留保する。オールインの状況で故意にカードをマックするプレイヤーは罰則の対象と

なる場合がある。 

a. サイド アクション - 複数のプレイヤーがサイドでプレイし、メイン ポットで 1 人の

プレイヤーがオールインしている場合、リバーのショーダウンまで残ったサイド ポッ

トのプレイヤー全員およびオールインしたプレイヤーがカードを公開しなければならな

い。メイン ポットにオールインしたプレイヤーがいる場合にサイド ポットのリバーの

ショーダウンでフォールドすることはできない。ディーラーは有効なすべてのハンドを

公開する。これらのハンドはポットを獲得することができる。 

41.ショーダウン - 全てのアクションが終了後、最終ストリートで最後に攻撃的なアクション

を行ったプレイヤーを先頭に右回りにカードを公開していく。最終ストリートで誰もベットし

なかった場合は、最初にベットする順番のプレイヤーが最初に手札を公開する。 

a. プレイヤーはカードの公開を拒否してフォールドし、ポットを獲得する権利を放棄する

ことができる。 

b. ハンドの公開またはフォールドを拒否するプレイヤーはルール 53b の措置の対象とな

る。 

42.勝利ハンド - プレイヤーがポットを獲得するにはすべてのカードを公開しなければならな

い。これにはボードを使用する場合も含まれる。カードを持つプレイヤーが 1 人しか残ってい

ない場合、勝利ハンドを公開せずにポットを手に入れることができる。例: プレイヤー B がリ

バーでベット。プレイヤー A がコール。プレイヤー B がマック。これによりカードを持つプ

レイヤーはプレイヤー A のみとなり、プレイヤー A がハンドを公開せずにポットを獲得する。 

a. テーブルに置かれたハンド - ハンドは、すべてのカードを表を上にしてテーブルに置

くことによりテーブルに置いたとみなされる。カードを振って見せびらかしてもハンド

をテーブルに置いたとはみなされない。ハンドを読み取れないため、テーブルに置かれ

るまでポットを獲得することはできない。 

b. 公開拒否 - プレイヤーがすべてのホール カードの公開を拒否する場合、ディーラーは

残りのカードを表を上にすることはできないため、フロアを呼ぶ必要がある。フロアは

プレイヤーに対してすべてのカードを公開するか、公開しない場合はフォールドとなる

ことを知らせる。フロアが当該プレイヤーのハンドを無効と宣告し、プレイの進行を遅

らせたことに対する罰則を科するまで、当該プレイヤーには 5 秒間の猶予が与えられ

る。プレイヤーはテーブルの他のプレイヤーのカードをめくってはならない。カードが

めくられた場合、当該ハンドは有効とみなされるが、他のプレイヤーのカードをめくっ

たプレイヤーはエチケット違反に対する罰則が科される場合がある。 



43.勝者にハンドを公開 - ショーダウンまで残ったプレイヤーは、他のプレイヤーがまだカー

ドを持っている場合は公開するよう要求することができる。ハンドを手放してマックすると、

他のプレイヤーのカードの公開を要求する権利を失う。ショーダウンまで残ったプレイヤーが

要求するハンドはその場で公開される。かかるハンドは公開後もポットを獲得する権利を有す

る。ショーダウンまで残れなかったプレイヤーはハンドの公開を要求することはできない。 

a. 個人間の共謀に対する正当な懸念がある場合は、プレイヤーはディーラーに対してカー

ドを補完し、フロア スタッフをハンドを確認してもらうよう要求することができる。 

罰則およびエチケット 

44.開示 - プレイヤーは常にトーナメントに参加している他のプレイヤーを保護する義務があ

る。このため、ハンドに参加しているか否かを問わず、プレイヤーは以下の行為を行うことは

できない。 

a. ライブのハンドまたはフォールドされたハンドを開示すること。 

b. アクションが終了する前に助言またはプレイを批判すること。 

c. テーブルに置かれていないハンドを読むこと。  

d. 観戦者とハンドまたは戦略について話し合うこと。 

e. 外部から助言を求めたり助言を受けたりすること。  

f. 1 プレイヤー 1 ハンド ルールが適用される。 

45.テレビ放送されるテーブルおよびホール カード - Web キャストまたはテレビ放送されるト

ーナメントに出場するプレイヤーは撮影スタッフに協力することが求められる。これにはホー

ル カードをテーブル上のカード カメラに示すことが含まれる。これに従わない場合は罰則が

科せられる場合がある。 

46.公開されたカード - アクションが終了していない状態でカードを公開したプレイヤーは罰

則が科される場合がある。テーブルに着席しているプレイヤー全員が公開されたカードを見る

ことができる。 

a. カードの公開およびマック - 既にフォールドしたプレイヤーにカードを見せてその後

自らフォールドしたプレイヤーは罰則が科される場合がある。こうした行為を繰り返す

プレイヤーには罰則が科される。 

47.共謀 - ポーカーは個人でプレイするゲームである。ソフト プレイ、チップ ダンピング、

プレイヤーがバブルを勝ち残ることを目指した共謀 (例: バブルでビッグ ブラインドにフォー

ルドし続ける) 等は許されず、罰則が科される場合がある。 

48.エチケット違反 - エチケット違反を繰り返すプレイヤーはトーナメント スタッフにより罰

則が科される。例を挙げると、他のプレイヤーのカードやチップへの不必要な接触、ゲームの

進行を遅らせる行為、順番を間違ったアクションの繰り返し、チップを撒き散らす行為、故意

にディーラーの手の届かない場所にベットすること、余計なおしゃべりなどが含まれる。また、

大袈裟な身振りによる過剰な喜びの表現、不適切な行動または物理的行為、ジェスチャーまた



は振る舞いに対して罰則が科される場合がある。これらの違反には、他のプレイヤーのプレイ 

スタイルに対する罵倒行為やプレイヤーのトーナメントでのプレイに対する非難が含まれる。 

49.汚い言語遣い - 他のプレイヤー、トーナメント スタッフ、会場スタッフまたはその他のス

タッフに対する暴言は許容しない。プレイヤーまたはスタッフ メンバーに対する汚い、淫らな、

または不快な言葉遣いは罰則が科される場合がある。誰に対してでもない汚い、淫らな、また

は不快な言葉遣いも罰則が科される場合がある。 

50.参加者はすべてのイベントおよびトーナメント エリア全域で礼儀正しく節度有る言動を心

がけねばならない。他の参加者が不適切な行動をしているのを目撃した場合は、直ちにトーナ

メント ディレクターまたはフロア スタッフに知らせなければならない。これには、プレイヤ

ーの衛生状態または健康状態がテーブルに参加する他のプレイヤーに悪影響を及ぼしている場

合が含まれる。プレイヤーの衛生状態または健康状態が他のプレイヤーに悪影響を及ぼしてい

るかどうかの判断は、トーナメント ディレクターおよび/またはフロア パーソンが自らの裁量

で行い、かかるプレイヤーが PokerStars LIVE Macau が満足できる方法で状況を改善すること

を拒む場合は、かかるプレイヤーに対して制裁措置を加えることができる。 

51.PokerStars LIVE Macau および/またはトーナメント ディレクターおよびフロア パーソン

は、公式ルールまたはイベントの利に反する行為に対して PokerStars LIVE Macau および/ま

たはトーナメント ディレクターまたはトーナメント スタッフの独自の絶対的な裁量に基づき

罰則を科することができる。 

52.罰則 - PokerStars LIVE Macau および/またはトーナメント ディレクターまたはトーナメ

ント スタッフは独自の絶対的な裁量に基づき、口頭による厳重注意から PokerStars LIVE 

Macau の全ライブ イベントの出場資格剥奪および退場に至る罰則 (下を参照) を科すことがで

きる。ソフトプレイ、暴言、悪影響を及ぼす行為に対しては罰則が科される。プレイヤーがカ

ードをテーブルの外に投じたり、カードを強引にマックしてその内の 1 枚またはすべてのカー

ドがめくれたり、繰り返しゆっくりとプレイしたり、1 プレイヤー 1 ハンド ルールに違反ま

たは類似の行為をしたりした場合は罰則が科される場合がある。他のプレイヤー、トーナメン

ト スタッフ、会場スタッフまたはその他のスタッフに対する暴言は許容しない。 

a. 罰則 - 罰則には、口頭による厳重注意、単一または複数のハンド参加禁止罰則、ハン

ド一巡参加禁止罰則 (一巡は、当該プレイヤーが参加するトーナメント テーブルに残

っているプレイヤー 1 人つき 1 ハンドから成る。6 人のプレイヤーが残っている場合

は 6 ハンドの参加禁止となる)、ハンドの無効化、イベントからの追放、イベント出場

資格の剥奪 (獲得賞金はすべて没収)、イベントへの出場禁止、トーナメント後援者が

運営する全イベントへの参加禁止が含まれるがこれに限定されない。 

b. エスカレーション - 罰則は重大性の順に科されるわけではない。プレイヤーの行為が

十分重大であるとトーナメント スタッフがみなす場合は、最初の違反に対して当該プ

レイヤーの出場資格を剥奪する場合がある。プレイヤーは最初の違反に対して幅広い種

類の罰則が科される場合があることを知るべきである。 

c. ハンド/ハンド一巡参加禁止の罰則 - プレイヤーはテーブルから離席するよう指示され、

1 つまたは複数のハンドまたはハンドの一巡に参加できなくなる。この罰則が科された

プレイヤーに対して参加が禁止されたハンドはラウンドの一部として数えられる。ハン

ド/ハンド一巡参加禁止の罰則が科されたプレイヤーは、この罰則が続く間、指定トー



ナメント エリア外部に留まらなければならない。罰則が科されたプレイヤーがいつ自

分の席に戻るときは、ディーラーは適切なフロア スタッフにその旨を知らせなければ

ならない。 

d. 罰則の移動 - プレイヤーに対する罰則はプレイヤーに付随する。その夜の終わり近く

にプレイヤー A に対してハンド二巡 (16 ハンド) 参加禁止の罰則が科されため、その

内 5 ハンド分しか務めなかった場合は、翌日に残る 11 ハンド分を務める。これは分

割されたテーブル、席の移動等の場合も同様である。 

e. 敗退に対する罰則 - トーナメントから敗退したプレイヤーの最終順位は敗退時の順位

となる。  

i. 例: 残り 15 プレイヤーの時点で、プレイヤー A はポーカー トーナメントと関

係ない行為をしたためカジノに再び来場することを禁じられた。プレイヤー A 

はチップを失い、15 位としての権利を得る。 

f. 失格 - イベント出場資格を失ったプレイヤーはトーナメント チップを失い、バイイン

は賞金プールに充てられ、賞金を獲得する権利を失う。失格したプレイヤーは直ちにト

ーナメント エリアから退場しなければならない。 

53.トーナメントの所有物 – PokerStars LIVE Macau トーナメント チップに現金価値はなく、

PokerStars LIVE Macau の独占的所有物であり、トーナメント エリアまたはイベントから持ち

去ってはならない。チップをあるイベントから別のイベントに持ち出している、またはあるプ

レイヤーから別のプレイヤーに譲渡していることが発覚したプレイヤーは、PokerStars LIVE 

Macau の全ライブ イベントの出場資格剥奪および退場を含む罰則が科される。 

54.トーナメントの言語 – (参加者として、または参加者に対し) 英語、広東語、北京語のみ使

用することができる。 

55.保証されている賞金プールがある場合、火災、洪水、地震、台風やその他の自然災害を含む

天変地異、戦争、戦争危機、テロ、内戦、内乱または暴動、法による規定に自発的・義務的に

従う必要がある場合 (必要なライセンスや認可を付与できなかった場合や法・法の解釈の変更

を含む)、火災、爆発、事故による損害、悪天候 (例: 台風警報レベル 8 以上) 等を含むがこ

れに限定されない PokerStars LIVE Macau の制御可能な範囲外の事態、作為、不作為または事

故の結果、プレイヤーのトーナメントへの参加に影響をきたす場合にはかかる保証は適用され

ない。 
 

56.PokerStars がサポートする第三者パートナー イベントでの PokerStars LIVE Macau 予選

に関して、予選を勝ち抜いたプレイヤーは PokerStars メンバーでなければならず、パスポー

トに記載されている氏名を含む詳細情報を適宜記入する必要がある。第三者パートナーは 

PokerStars ID、パスポートに記載されている氏名、獲得賞金額など勝利したプレイヤーに関す

る正確な情報を提供しなければならない。情報が不正確または情報に不備があると PokerStars 

LIVE Macau が配席処理を完了できない場合がある。 


