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1. 準備編  

1.1. アプリのダウンロード  

 

1.2. アカウントの新規登録  

ログイン画⾯で「アカウント登録」をタップして、必要情報を⼊⼒して「保存」。 

メールアドレスに送った「本⼈確認」メールを確認後に、ログイン可能になります。 

   

App Store で 「Poekr Club」 を検索

してインストールしてください。 

※ご注意：iOS 版のみ対応 
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2. 基本編  

基本編では、⽬的別で Poker Clubアプリの利⽤⽅法を紹介します。 

2.1. 受付  

2.1.1. 会員登録  

会員登録⽅法は主に２種類あります。 

会員は会員⽤アプリ「Poker Fans」をダウンロードしてください。

 

①  会員 QR コードで登録  

Poker Fansアカウントのお持ちの会員は、個⼈ QRコードで直接会員登録できます。 
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②  スタッフが⼿動で登録  

スタッフが⼿動で会員登録できます。スマホをお持ちでない会員向けです。 

 

2.1.2. 受付⼿順  

①  直接来場者の受付  

 

1. 会員登録の際、本人確認のた

め、メールアドレスを正しく入力する

必要があります。 

2. 登録後、会員用のスマホアプリ

「Poker Fans」にログインできます。 

 

※プライバシーが気になるプレイヤー

様に対し、事前に用意した共通のメー

ルアドレスで会員登録も可能です。 

受付方法： 

▲「プレイヤー」←会

員 QR コードで受付 

▲「チケット」←チケッ

ト QR コードで受付 

▲「会員選択」←登録

済みの会員から選択

して受付 

▲「手動登録」←会員

を新規して受付 
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②   事前申込者の受付  

会員⽤アプリ「Poker Fans」で申し込みをしたプレイヤー、または他のイベントで出場権利を獲

得したプレイヤーは、直接受付を⾏います。 

   

 

2.2. タイマーの利⽤  

別資料「Smart Clock 説明書.pdf」をご参考ください。 

 

受付完了のマーク 
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2.3. トーナメントの開催  

2.3.1. トーナメントの作成  

初回作成の場合は、「シリーズの新規作成」でトーナメントを作成してください。 

           

 作成後に、カバー画像をアップロードして設定してください。 

   

 

1. プレイヤーに公開されるため、イベ

ント内容の分かり易い適切な画像を

選択してください。 

2. 「Poker Club」アプリ内は円形に表

示されますが、会員用アプリ「Poker 

Fans」内は四角形に表示されますの

で、画像選択の際にご注意ください。 
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2.3.1. トーナメントの設定  

   

   

 

 
  

詳細内容を⼊⼒後、初回のみ、必ず「全体変更」の

チェックを⼊れてから保存してください。 

設定可能な内容 

1. 基本情報 

トーナメント名、参加費、テーブル席

数、最大参加人数、開始時間、レイト

レジスト、公開レベル（非公開可能） 

2. 賞金分配設定 

別資料「Smart Clock 説明書.pdf」をご

参考ください。 

3. プライズ設定 

ポイントの自動分配/集計が可能 

4. リエントリー、リバイ、アドオン設定 

最終レベル、回数、費用、チップ数 

5. 詳細内容 

イベントの説明、紹介などを入力 

6. 繰り返し設定 

シリーズの日程を自動生成可能 

7. その他設定 

進出人数、進出イベント、集計先ラン

キング、ストラクチャー、開催会場 

8. シリーズの削除 

シリーズを削除すると、シリーズ内の

未処理のイベント日程が全て削除さ

れます。 
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2.3.2. トーナメント進⾏管理  

 

b. ⾃動同期 

現在⼈数/总エントリー数、リバイ回数、アドオン回数、平均チップ量などの情報はタイマーの

上に⾃動同期で表⽰されます。 

         

  プレイヤー追加 

  操作メニュー開

く 

 プレイヤーをバスト 

 リバイ 

 アドオン 

 リエントリー 

 シートの移動 

 操作履歴の変更 

  プレイヤーの削除 
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2.3.3. トーナメントの結果処理  

結果処理の前に、プレイヤーをバストして、順位を確定してください。   

 

参加者全員をバスト完了後、結果処理の実⾏が可能になります。 

    
  

結果処理の目的（役割） 

1. 参加者は結果順位を

Poker Fans で確認できるよ

うになります。 

2. 各種プライズを自動でき

るようになります。 

例えば、電子チケットと進出

シートの配布、ポイントの付

与、ランキングに集計など 

3. 売上を計算ができるよう

になります。システム内売

上レポートを確認できます。 
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2.4. チップとポイントの管理  

 

2.4.1. ポイントの管理  

 

2.4.2. チップの管理  

 

 

  

※ポイントとチップの表示名称は自由

設定可能です。 

事前にメニューの「クラブ設定」から、

ポイントの名称とチップの名称を入力

してください。 

1. ポイントはクラブで使う 1 種の通貨と認識してください。 

2. プレイヤーはこのポイントを使って、参加費の支払いや

賞品の交換をできます（利用可否はクラブ側で決める）。 

1. チップはプレイヤーがリングゲーム（キャッシュゲーム）で利用するものと認識してください。 

2. 「引出し」、「預かり」、「購入」で発生した費用は、システムで売上を計算されます。 
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2.5. その他の設定  

 

       

 

1. アプリ環境設定 

サイレントモードの切り替え、 

会員情報（番号と直近来店）の表示、 

共通メールの使用（会員を新規登録の際に

クラブの Email が使われます。） 

必要入力の初期値表示（受付時に参加費

が自動入力されます） 

警告メッセージの非表示 

2. タイマー設定 

別資料「Smart Clock 説明書.pdf」をご参考く

ださい。 

 

3. クラブ基本情報、画像、連絡情報、紹介文 

基本情報からチップ、ポイントの名称/単位の設定、デフォルトランキング（Poker Fans トップに表示されま

す）、イベント情報の自動通知（結果処理の際に、参加者の Poker Fans にプッシュ通知が届く） 

4. 割引設定（システム内のみ利用、プレイヤーに非表示） 

5. パスワード変更/ログイン情報削除 


