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店舗様主催「オリジナル称号大会」支援2019

◆概要
鉄拳7FR ROUND 2設置店舗様が主催する「店舗大会」に対して、一定の基準を満たせば、
プレイヤー様がゲーム内で使用できる「特別称号」・「ファイトマネー」・レアリティ
の高い「特殊アイテム」 （以下、総称して「報酬」と記載します）を付与できるシステム
をご提供させていただきます。

◆目的
公式より大会告知やノベルティ提供を行うことで大会開催における店舗様の負担
を軽減しつつ、お客様のプレイモチベーション維持や集客アップのご協力をいたし
ます。
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企画概要① 概要と目的
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企画概要② 大会開催フロー

バンダイナムコアミューズメント（以下BNAM）
にて実施

店舗様にて実施

①店舗様より、大会運営支援サイトで
初回登録後、

大会開催・希望称号・報酬を申請②BNAMが申請内容を審査・承認

③TEKKEN-NETにて
店舗様の大会情報を告知

④大会運営支援サイトにて
店舗様向けに大会ツールを提供

⑤大会ツールを使用して
店舗様にて大会を開催

⑥大会運営支援サイトにて
プレイヤー様に称号・報酬チケットを付与

店舗様主催「オリジナル称号大会」支援2019
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①「初回利用登録」から、店舗様の基本情報を登録いただく
大会開催を希望される店舗様は、

「大会運営支援サイト」から
店舗情報を登録してください。

「大会運営支援サイト」URL  ： https://web.tekken-net.jp/tk7fr-r2/location/account
推奨環境：ChromeまたはSafariでのご使用を推奨しております。その他の環境は動作保証いたしかねます。

初回利用登録を
選択

登録完了後、2回目以降は発行された「ログインID」と「ログインパスワード」にてログインし大会申請いただけます。大会申請フロー
はP5～P6をご確認ください。鉄拳7FRで登録されていた店舗様は、同じIDとパスワードでご利用いただけます。万が一IDとパスワード

をお忘れの場合は、改めて初回利用登録をお願いします。なお、既に登録済みの基板のシリアル番号での登録は不可のため、別の
基板のシリアル番号を使用して再登録をお願いいたします。再登録ができない場合は運営事務局までお問い合わせください。

初回利用登録が
完了

続けて店舗情報を
登録 店舗情報を登録

登録完了画面

このタイミングで、登録いた
だいたアドレスに登録内容
が記載された「登録完了」
メールが送信されますので、
厳重に保管をお願いいたし
ます。

必要項目を
入力

店舗様主催「オリジナル称号大会」支援2019

初回ID：大会開催店舗様で稼働している「鉄拳7FR ROUND 2」のいずれかの基板シリアルナンバーを記入
初回パスワード：64865955
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②店舗様より、大会運営支援サイトから大会開催・希望称号名、報酬を申請いただく
申請時の記入事項（必須）

・大会実施日、開始時刻
・参加人数・大会ルール
・希望報酬（称号・特殊アイテム）

大会開催申請
を選択

大会種別に応じ
た内容を選択

大会ルールは

テンプレートを元
に店舗様で適宜
変更して入力くだ
さい（※審査対象
となります）。

大会種別に応じ
た報酬内容を

選択

※報酬（称号・アイテム）付与規定についてはP11～P18をご確認ください

店舗様主催「オリジナル称号大会」支援2019
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③申請及び開催に関しての注意事項、事務局への連絡事項などを自由に記載いただく（任意）
※申請コメント欄への記載は必須ではございません
※コメントの内容はユーザー向けに公開されません

任意のコメントを
申請コメント欄に記載

※注意事項※

申請する称号が｢プレイヤーネーム｣を含
む場合は申請コメント欄への記載が必須
になります
詳細についてはP13の「称号命名ガイドラ
イン」をご確認ください
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④BNAMが申請内容を審査・承認

申請いただいた大会概要については、

・開催内容（ルール等）
・称号名

を、BNAMで審査いたします。

審査期間として、申請から
数日～1週間程度を予定しております。
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ログイン後の「申請結果の
表示」から各大会の詳細を
確認できます。大会審査がNG

の場合も同じ画面で確認できま
す。
※審査結果がNGになった場合

は、理由を明記しますので、該
当箇所を修正頂き再度申請くだ
さい。

申請完了時や審査結果が出たタイミングで、
登録されたメールアドレスにお知らせをお
送りしますが、迷惑メールに振り分けられて
しまう可能性もございます。

状況は「審査結果の表示」（登録完了）ペー
ジからも確認できますので、大会申請いた
だいた後は、定期的なチェックをお願いい
たします。

店舗様主催「オリジナル称号大会」支援2019
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⑤TEKKEN-NETにて店舗様の大会情報を告知

大会承認後は、「TEKKEN-NET」内の大会情報ページに貴店の大会情報を掲載して、プレイヤー向けに告知いたします。

TEKKEN-NETとは？
鉄拳7FR ROUND 2との連動WEBサイトです。
会員数：約10万人（無料会員含む）
https://web.tekken-net.jp/tk7fr-r2/

鉄拳7FR ROUND 2公式サイト
（https://www.tekken-official.jp/tk7fr-
r2/）トップページから、店舗大会情報を告
知するページに移動します。

店舗様主催「オリジナル称号大会」支援2019
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⑥「大会運営支援サイト」にて店舗様向けに「報酬受け取りチケット」を提供

申請承認後は、「大会運営支援サイト」より「報酬受け取りチケット」の印刷用データがダウンロード可能となります。
店舗様にてダウンロード後、印刷してご使用ください。

＜ノベルティ＞
「大会運営支援サイト」で入力することで、

「称号」「プレイヤーアイコン」「プレイヤー情報パネル」
「体力ゲージ」「エフェクト」「闘気」「ファイトマネー」
等の、ゲーム内アイテムが獲得できるシリアルコードを提供いたします。
※大会申請時に設定した対象者分のシリアルコードが記載された印刷用データをご用意します。

A4サイズで印刷後、切り離して対象者にご提供ください。

大会承認後、「報酬受け取りチ
ケット印刷」を選択 チケットを印刷

店舗様主催「オリジナル称号大会」支援2019
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⑦「大会運営支援サイト」にて店舗様向けに「大会ツール」を提供

「大会運営支援サイト」に初回登録後は、
「大会ツール」（大会告知ポスター・賞状・トーナメント表）の印刷用データがいつでもダウンロード可能となります。
店舗様にてダウンロード後、印刷してご使用ください。

＜大会ツール＞
「大会運営支援サイト」より、以下のデータがダウンロード可能となっています。
※大会告知や賞品として適宜ご使用ください。

大会告知ポスター 賞状トーナメント表

●大会の事前告知ポスターとしてご使用く
ださい。
印刷推奨サイズ：A3～A2

●大会中のトーナメント表としてご使用く
ださい。16名用と4名用の2種ありますの
で、大会規模により組み合わせてご使用く
ださい。
印刷推奨サイズ：A3～A2

●大会上位者への賞状としてご使用くだ
さい。厚紙に貼付ける等、アレンジして
ご使用ください。
印刷推奨サイズ：A4

店舗様主催「オリジナル称号大会」支援2019



◆報酬（称号・アイテム）付与規定について

！大会種別・参加人数から、報酬付与上限数が決まりますのでご注意ください！
・称号名は1種につき「第3希望」まで記入できます ⇒ 第3希望まで全てNGの場合は予め設定した称号から事前

に選択したものとなります
・称号プレートは17種から、プレイヤーアイコン（ベース・マーク）は42種から選択可能式となります
・プレイヤー情報パネル、体力ゲージは、各々4種から選択可能式となります
・闘気は4種から、エフェクトは7種から選択可能式となります

◆１．「1on1」、「2on2」大会報酬付与規定
＜小規模大会＞※参加人数16名（または8チーム）以上32人（または16チーム）未満
①優勝称号×1種（「1on1」：1名・「2on2」：2名）
②プレイヤーアイコン（「ベース」と「マーク」の組み合わせ）×1種（「1on1」：1名・「2on2」：2名）
③ファイトマネー×30万G （参加者全員）

＜中規模大会＞※ ※参加人数32名（または16チーム）以上64人（または32チーム）未満
①優勝称号×1種（「1on1」：1名・「2on2」：2名）
②参加賞称号×1種（参加者全員）
③プレイヤーアイコン（「ベース」と「マーク」の組み合わせ） ×1種（「1on1」：1名・「2on2」：（2名））
④プレイヤー情報パネル×1種（「1on1」：1名・「2on2」：（2名））
⑤ファイトマネー×30万G （参加者全員）

＜大規模大会＞※参加人数64名（または32チーム）以上
①優勝称号×1種（「1on1」：1名・「2on2」：2名）
②準優勝称号×1種（「1on1」：1名・「2on2」：2名）
③第3位称号×1種（「1on1」：1名・「2on2」：2名）
④参加賞称号×1種（参加者全員）
⑤プレイヤーアイコン（「ベース」と「マーク」の組み合わせ） ×1種（「1on1」：1名・「2on2」：（2名））
⑥プレイヤー情報パネル×1種（「1on1」：1名・「2on2」：2名）
⑦体力ゲージ×1種（「1on1」：1名・「2on2」：2名）
⑧ファイトマネー×30万G （参加者全員） 11
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◆2．「3on3」大会報酬付与規定
＜全大会共通＞※参加人数24名（8チーム）以上
①優勝称号×1種（3名）
②準優勝称号×1種（3名）
③第3位称号×1種（3名）
④参加賞称号×1種（参加者全員）
⑤プレイヤーアイコン（「ベース」と「マーク」の組み合わせ） ×3種（9名）
⑥プレイヤー情報パネル×1種（3名）
⑦体力ゲージ×1種（3名）
⑧闘気×1種（3名）
⑨エフェクト×1種（3名）
⑩ファイトマネー×50万G （参加者全員）

◆3．「その他」大会報酬付与規定
＜店舗指定マッチング＞
店舗指定マッチング機能を使用した「オリジナル称号大会」を開催頂けますが、以下の点に十分ご注意願います。
①参加する店舗各々が同内容（大会スケジュール・大会種別・参加人数・ルール・報酬内容）でそれぞれ大会申請
をしてください。
②申請内容が著しく異なる場合は、事務局からご連絡させていただく場合があります。
③報酬付与は参加する店舗間にてプレイヤー様に不公平が生じることのないようにご対応ください。
④実施店舗様どうしで、連携を密に取ったうえで開催頂けるようお願いいたします。
※店舗指定マッチングについては本資料の最終ページをご参照ください。
※上記1.～3.の付与規定に準じて報酬付与に対応します

店舗様主催「オリジナル称号大会」支援2019



◆称号命名ガイドライン
■文字数及び使用可能文字
全角で最大7文字
ひらがな、カタカナ、第二水準までの漢字、英数字、一部の記号が使用できます。ただし、半角文字は使用できません。
■使用できない文字・文言
＜卑猥・猥雑＞
性的な表現、及び、性的なイメージを連想させる表現
＜差別＞
差別と判断できる、もしくは、差別の恐れがある表現
＜恐喝・恫喝・暴力的・誹謗中傷＞
第三者への嫌がらせ・中傷と判断できるもの
＜個人情報の漏洩＞
氏名・電話番号・メールアドレス・住所など、その恐れがあるもの
＜著作権の侵害＞
一般商品・商標・会社名・店舗名、他ゲーム・漫画・アニメに登場する名前、固有名称、芸能人・著名人の氏名など。ただし、称号申請者が
権利を持ち、本企画に関連する店舗名・イベント名は、可とします。
また、プレイヤーネームを含んだ称号は、次の２つの条件を満たしていれば可とします。
①申請する大会が、該当するプレイヤーネームを冠した大会であること。

例)「（プレイヤーネーム）杯」など
②該当するプレイヤーに対して店舗様から事前に承諾を得ていること。
該当プレイヤーがプロチーム等に所属している場合、所属チームにも確認が必要な場合があります。

上記2点を満たしている場合、その旨を「申請コメント」欄に記載してください。記載がない場合、審査にて差し戻しさせていただく場合が
あります。
＜英数字や記号の羅列＞
言葉として成り立たないような英数字や記号の羅列、暗号・隠語の恐れがあるもの
＜既に使用されている称号＞
既に弊社で設定している称号は使用できません。ただし、本企画で設定された称号との重複は可とします。
＜プレイヤーや称号自体に序列をつけるような称号＞
「○○王」「××最強」など、序列がつくものは使用できません。ただし、その序列が称号申請者の権限内で決定できるものは可とします。
例）
○「（店名） 王」（店舗内で序列が決定できる）
×「（地域名） 最強」（店舗内で序列が決定できない）
＜その他運営者が不適切と判断したもの＞
使用できない文字、文言の基準は、その時々により変化します。

ご注意：称号審査結果に関するお問い合わせにはお答え致しかねます。

十分に吟味した称号を申請いただけますようお願い申し上げます。
13
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◆報酬（称号・アイテム）一覧①
※大会運営支援サイトから以下の報酬が選択できますので、大会種別や順位に応じて選択し、ご利用ください

■称号プレート ※赤枠部分：「鉄拳7FR ROUND 2」より追加
・17種

「統の反逆プレート(金)」 「血統の反逆プレート(銀)」 「血統の反逆プレート(銅)」

「紅ノ光翼プレート」 「ウイングプレート」 「三島財閥デザイン」

「運命の稲妻」 「家紋デザイン」

「吹き出しデザイン」 「マッピードットキャラ」 「パックマンドットキャラ」

「ディグダグドットキャラ」 「ファミスタドットキャラ」 「しょんぼりデザイン」

「リボン柄」 「ローズプレート」 「ドルフィンプレート」

14
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◆報酬（称号・アイテム）一覧②
※大会運営支援サイトから以下の報酬が選択できますので、大会種別や順位に応じて選択し、ご利用ください

■プレイヤーアイコン（ベース）※赤枠部分：「鉄拳7FR ROUND 2」より追加
・18種

「ギアリングフレーム(Type E)」 「ギアリングフレーム(Type D)」 「ギアリングフレーム(Type C)」

「ネオンスターフレーム（Type A)」 「ネオンスターフレーム（Type B)」 「ネオンスターフレーム（Type C)」

「アニマルフレーム（Type E)」 「蜂」 「平八シルエット」 「木板」

「ポルカドットフレーム(Type D)」 「ポルカドットフレーム(Type E)」 「プリティハート」

「ポップスターフレーム(Type C)」 「カローラフレーム(Type C)」 「ポップフレーム(Type C)」

「ポルカドットフレーム(Type C)」 「パステルフレーム(Type C)」

15
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◆報酬（称号・アイテム）一覧③
※大会運営支援サイトから以下の報酬が選択できますので、大会種別や順位に応じて選択し、ご利用ください

■プレイヤーアイコン（マーク）※赤枠部分：「鉄拳7FR ROUND 2」より追加
・24種

「血統の反逆(金)」 「血統の反逆(銀)」 「FIGHT」 「ポケットティッシュ」 「MVP」

「金メダル」 「ドリャ」 「我流」 「舞」 「命」

「飛」 「華」 「麗」 「変」 「恋」

「ゆるキャラシャオユウゴメンネ」 「ゆるキャラアリサゴメンネＡ」 「ゆるキャラリリ高笑いＡ」

「ゆるキャラアスカ指さし」 「鉄拳マスコット(飛鳥)」 「鉄拳マスコット(レオ)」

「鉄拳マスコット(シャオユウ)」 「鉄拳マスコット(アリサ)」 「鉄拳マスコット(リリ)」 16
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◆報酬（称号・アイテム）一覧④
※大会運営支援サイトから以下の報酬が選択できますので、大会種別や順位に応じて選択し、ご利用ください

■アイテム（闘気）※赤枠部分：「鉄拳7FR ROUND 2」より追加
・4種

「闘気（紫）」 「闘気（緑）」 「剛腕闘気(ファイアーレッド)」「剛脚闘気(ファイアーレッド)」

■アイテム（エフェクト）※赤枠部分：「鉄拳7FR ROUND 2」より追加
・7種

「擬音エフェクト（カタカナ）」「チキンマークエフェクト」「フェザーエフェクト(朱雀)」「フェザーエフェクト(金紫)」

「擬音エフェクト（英語）」 「擬音エフェクト(ポップ)」「フェザーエフェクト(緑風)」
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◆報酬（称号・アイテム）一覧⑤
※大会運営支援サイトから以下の報酬が選択できますので、大会種別や順位に応じて選択し、ご利用ください

■プレイヤー情報パネル※赤枠部分：「鉄拳7FR ROUND 2」より追加
・4種

「血統の反逆パネル(金)」 「血統の反逆パネル(銀)」 「血統の反逆パネル(銅)」 「ネオンハートパネル(ピンク)」

■体力ゲージ※赤枠部分：「鉄拳7FR ROUND 2」より追加
・4種

「血統の反逆ゲージ(金)」 「血統の反逆ゲージ(銀)」 「血統の反逆ゲージ(銅)」 「ネオンハートゲージ(ピンク)」

■称号名
・審査NGの場合の選択式称号名×50種（以下黒枠内）
※審査NGとなった場合は、「大会運営支援サイト」で選択頂いた以下称号に設定されますので、称号名は十分吟味して
申請頂けますようお願い申し上げます。

あきらめない やるじゃない 真の支配者 裏の支配者 先生募集中 エンジョイ派 奇跡の人間性能
伝説の勝負師 鉄拳エリート 見えてるよ 見てから！ ファンタジスタ フレンド大募集 スペシャリスト
おしゃれ番長 推しメン 月刊ＭＶＰ 都市伝説 新人研修中 盛り上げ上手 己を信じろ！
諦めない！ 事故勝ち ノープラン おかわり頂戴 さみしがり屋 全力鉄拳 ☆大本命☆
特殊任務遂行中 おみとおし 遠距離鉄拳 リスク管理 メインイベント 伝説の男 伝説の女
鉄の誓い 絶賛売り出し中 スーパースター アグレッシブ バックダッシュ 変幻自在
ジャッジメント ＦＲＥＥＤＯＭ ＭＡＸＩＭＵＭ 天然記念物 予測不可能 店長候補 まねき猫
見た目重視 殿堂入り
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＜補足＞店舗指定マッチングについて

◆店舗指定マッチングとは
・店舗同士の交流戦や、同一グループ店舗大会などで活用いただけるシステムです。
・マッチングIDを発行・入力することにより、異なる店舗の特定基板間のみでマッチングするようにできます。
・２店舗だけでなく、３店舗以上でも実施することが可能です。また、店舗内の基板を店舗指定マッチングと通常のオンライン
マッチングとに分けて運営することも可能です。

◆店舗指定マッチングの使い方
＜マッチングIDを発行する店舗（１店舗のみ）＞
① テストモードで「TARGETED STORE MATCHING」→「PUBLISH MATCHING」を選択すると、自動的に6ケタのオンライ

ンマッチングIDが発行・表示されます。
② 発行されたオンラインマッチングIDを、マッチング相手となる店舗に電話・メールなどで連絡してください。
③ オンラインマッチングIDを発行した基板以外にもマッチングさせたい基板がある場合、①で発行されたオンラインマッチン

グIDを④の手順に従い入力してください。

＜マッチングIDを入力する店舗（他の店舗）＞
④ マッチングさせたい基板で、テストモードから「TARGETED STORE MATCHING」→「ENTER MATCHING ID」を選択し、

連絡を受けたオンラインマッチングIDを入力します。
⑤ オンラインマッチングIDを発行した基板と、同じIDが入力された基板のみがマッチングするようになります。

＜注意事項＞
・店舗指定マッチングにおいては、「異なる店舗」かつ「オンラインマッチングIDが同じ基板」のみが無差別でマッチングさ
れます。カード使用の有無や、段位差、回線状況などはマッチングには影響しません。

・店舗指定マッチングが有効になると、アトラクトやメインメニューに表示される速報テキストバーの表示メッセージが自動的
に変更されます。

・店舗指定マッチングを終了する場合は、テストモードで「TARGETED STORE MATCHING」→「CLEAR STATUS」を選択し、
店舗指定状態を解除してください。

・詳細については、製品取扱説明書P35の「5-6-3 店舗指定マッチング」をご確認ください。
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＜FAQ＞

■パスワードを忘れた
→「大会運営支援サイト」TOP→パスワード忘れたから、パスワード再発行メールを送ることができます

■パスワード再発行メールが送れない
→以下についてご確認ください
１．迷惑メールフォルダに入っていないか？
２．@tekken-net.jp

@am.bandainamco.jp
を受信許可設定してください

３．登録したメールアドレスを忘れた場合は、上記「パスワードを忘れた」を参照

■事務局からのメールが受信できない
→以下についてご確認ください
１．迷惑メールフォルダに入っていないか？
２．@tekken-net.jp

@am.bandainamco.jp
を受信許可設定してください

■基板移設したらどうすればいいの？
→基板情報とサイトログインアカウントは紐付いていないので、基板移設しても特に何もする必要はありません

■不明点がある場合のご連絡先
→以下にお問い合わせください。

『鉄拳7 FATED RETRIBUTION ROUND 2』オリジナル称号大会運営事務局
お問合せ： Tekken_Event@am.bandainamco.jp
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