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「最強店舗決定戦 S-1 2019」 開催概要 
2019 年 2 月 19 日 

v.1.03 

 

1. 目的 
本イベントは、PHOENIXDARTS が公認、及び運営するイベントです。 
店舗、地域活性化、参加者の技術、マナー向上等、健全なソフトダーツの発展を目的とし

ます。 
 

2. 主催・運営・管理・権利 
本イベントの主催・運営・管理は、PHOENIXDARTS がおこなっています。 
また、本イベントの権利は、全て PHOENIXDARTS が保有するものとし、 
イベントの参加をもってこのことを了承したものとみなします。 
 

3. 個人情報の取扱 
本イベントでは、PHOENIXDARTS にて厳重に管理、保管いたします。 
最強店舗決定戦 S-1 特設サイト（以下イベントサイト）上等に、参加者氏名、性別、成績の

掲載を、イベントの参加をもって了承したものとみなします。 
 

4. イベント参加と店舗申込 
本イベントへの参加には、店舗申込が必要となります。 
プレイヤーの参加登録はございません。 
 
<参加店舗登録> 
店舗登録方法は下記 2 種類ございます。 
参加店舗申込期間 2019 年 2 月 26 日（火）～4 月 8 日（月） 
 
① 参加店舗申込用紙に記入の上 FAX 申込 

店舗発送した最強店舗決定戦 S-1 のご案内に同封の「参加店舗登録用紙」に必要事

項をご記入の上、FAX にてお申込みください。 
 

② イベント WEB から登録フォームを利用して申込 
最強店舗決定戦 S-1 サイト内、「店舗登録フォーム」より必要事項入力の上、お申込

みください。 
 
<プレイヤー参加方法> 
プレイヤー個人の登録の必要はございません。 
イベントサイトから参加店舗をご確認の上、店舗に試合参加希望の旨、お伝えください。 

 
5. 参加店舗資格 

下記 PHOENIX シリーズのダーツマシンを 1 台以上設置、 
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且つオンラインン状態で営業している店舗が対象となります。 
・VSPHOENIX S4 
・VSPHOENIX S 

 
6. イベントの流れ 

本イベントは予選 STAGE、決勝 STAGE、決勝戦の 3 部制となります。 
また、試合内容は予選 STAGE、決勝 STAGE で共通となります。 
※開催期間は参加店舗数、試合進行状況にて変更となる可能性がございます。 
 

1. 予選 STAGE 
開催期間 2019 年 5 月上旬～8 月上旬 
・8～9 店舗を 1 ブロックとした総当り戦をおこないます。 
・祝日を除く週で開催いたします。 
・毎週月曜 or 火陽、21:00 試合開始にて進行いたします。 
・2 週間に 1 試合の試合進行となります。 
・試合はオンラインリーグシステムを使用いたします。 
・ブロック分けはランダムです。 
・各ブロックの上位 2 店舗が決勝 STAGE に進出します。 
 ※参加店舗数によって通過店舗数が変更となる可能性もございます。 
 

2. 決勝 STAGE 
開催期間 2019 年 9 月上旬～11 月中旬 
・予選 STAGE 各ブロックの上位 2 店舗が対象となります。 
 ※参加店舗数によって通過店舗数が変更となる可能性もございます。 
・試合はオンラインリーグシステムを使用いたします。 
・シングルイルミトーナメント方式で進行、最強店舗を決定します。 
・勝ち残っている店舗は、毎週試合を開催いたします。 
・毎週月曜、21:00 試合開始にて進行いたします。 
 

3. 決勝戦 
開催日程 2019 年 12 月 15 日(日) 
・幕張メッセの舞台にて決勝戦をおこないます。 
・決勝戦進出店舗は、1 店舗 5 名様まで幕張メッセに無料招待いたします。 
・事務局の設定した金額にて、交通宿泊費を主催負担といたします。 
・事務局設定の負担金額を超過した場合、店舗にてご負担ください。 
・事務局の負担する金額は、決勝戦進出店舗の地域により異なります。 
・店舗エリアによっては負担対象外となる場合もございます。ご了承ください。 
 

7. 店舗登録費 
店舗はイベント参加の際、店舗登録費が発生いたします。 
参加店舗申込後、登録費のお支払をお願いいたします。 

店舗登録費  4,000 円/1 店舗 
 

   ＜店舗登録費 お振込先＞ 
   三菱 UFJ 銀行  柏中央支店 

普通  0796760 
カブシキガイシャ エイチアイシー 
 

8. プレイヤー参加費 
プレイヤー参加費は発生いたしません。ゲーム代のみ店舗にお支払ください。 
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  ※マシンへのクレジット投入の必要はございませんので、ご注意ください 
  ※ゲーム代は「1,900 円/1 試合」です。マシンに投入せず、店舗にお支払ください 

※徴収した参加費は、店舗売上として計上ください 
 

9. 試合形式 
全 9Set 制の試合形式です。 
最低 3 名の参加者が必要となります。 
 

1. 予選 STAGE 
最大 10 店舗 1 ブロックでの総当り戦 
1Set = 1 ポイントとして換算します。 
勝利チームにはボーナスポイントとして「2 ポイント」追加 
勝敗は全てポイント換算いたします。 

  全試合終了時点でのポイント数で順位を決定します。 
  ポイントが同点の場合、下記条件にて順位を決定いたします。 
  上位 2 店舗は決勝 STAGE 進出となります。 
   ※参加状況により、通過基準が変更となる可能性がございます。 

 
   A：試合の勝ち数 

  B：勝ち Set 数 
  C：直接対決の勝敗 

 D：直接対決のポイント数 
 

2. 決勝 STAGE 
予選 STAGE を通過したチームにて、シングルイルミトーナメント形式 
組合せは事務局にておこないます。 
また、組合せ基準は WEB にて掲載いたします。 
 

3. 決勝戦 
決勝 STAGE の準決勝を勝ち残った 2 店舗が対象 
ゲーム内容は決勝戦オリジナルフォーマットにて進行いたします。 
 ※別途発表 

 
10. リミットラウンド 
  501  10 ラウンド 

701  15 ラウンド 
 901  20 ラウンド 
 Cricket  15 ラウンド 
 HALF-IT 9 ラウンド 
 

11. 日程変更 
日程変更は原則不可といたします。 
 

12. 試合のキャンセル 
やむを得ない事情により試合が開催できない場合、 
運営事務局まで必ず電話にてご連絡ください。 
運営事務局より対戦相手店舗に連絡の上、スコアは「0-11」での敗戦となります。 
期日は対象試合直前の金曜日までとなります。 
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以降の連絡はキャンセルではなくデフォルト扱いとなり、「12.デフォルト」事項が適用され

ます。 
 

13. デフォルト（失格） 
下記条件に該当する場合、デフォルトとなります。 

 デフォルトになった場合、店舗宛に補償金の支払を含むペナルティが発生いたしますの

で、十分ご注意ください。 
 

①対象試合直前の金曜日以降に試合キャンセルの電話連絡を行った場合 
   ②運営事務局への事前連絡無しに試合に参加しなかった場合 

③試合開始時刻の時点で、参加者が 3 名未満の場合 
   ④明らかな不正行為が繰り返し報告された場合 

 
＜①、③の場合のペナルティ＞ 
・該当試合は「0-11」での負け扱いとなります。 

   ・該当試合の対戦相手店舗への補償金が発生いたします。 
   金額は下記計算により、1 試合「3,900 円」を PHOENIXDARTS に支払います。 

イベント終了後、対戦相手店舗宛に PHOENIXDARTS から補償金が支払われま

す。 
    └ゲーム代  1,900 円 
    └交通費  500 円×4 名 
 

＜②、④の場合のペナルティ＞ 
・終了した試合を含む、全試合のポイントが「0」となります。 
・未消化試合全てに対し、補償金が発生いたします。 
金額は 1 試合「3,900 円」×試合数を PHOENIXDARTS に支払います。 
・参加記念品等の受取資格を喪失いたします。 
・今後 PHOENIXDARTS 主催のイベントへの申込をお断りさせていただく可能性

がございます。 
 

   
 

以上 


