
ポーカー基本用語集 
オーバーペア 

ボードに出現しているカードよりも高いワンペア（ポケット）のこと。 

オープンエンド（ストレートドロー） 

麻雀でいう両面待ち（リャン面待ち）のこと。通常は括弧内のストレートドロ

ーは省略されて、オープンエンドと言われている。 

オールイン（ショブ） 

持っている全チップをポットに投じること。全財産を賭けること。 

オフスーツ 

2 枚のホールカードのマークが異なること。例えばＫのハートと 9 のスペー

ド。書籍などの表記では単に K9oと表記する。対義語はスーテッド。 

カットオフ 

ディーラーボタンの右隣のポジションのこと。 

ガットショット 

麻雀で言うカンチャン待ち（間待ち）のストレートドローのこと。例えば 9,7

のハンドでフロップが K,6,5 だった場合、ターンかリバーで 8 が出現すれば

ストレートが完成できる状態のこと。 

キッカー 

あるハンド同士で役が一緒だった場合、残ったカードの強さで勝敗を決める。

例えば KT 対 K8 の場合ボードが K,2,5,A,7 とする。この場合お互いに K の

ワンペアで残ったカードを比較すると 3 枚目はボードの A で、4 枚目は T と

8。T の方が高いのでキッカーTの勝利となる。また、このボードの場合 2 か

5 がリバーに出現したら K と 2（5）のツーペアでキッカーはボードの A を

使うためチョップ（引き分け）となる。日本では「紐」とも言う。 

キャッシュゲーム 

ブラインド固定のゲーム。日本では主にお金を賭けないのでリングゲームと言

う。 

クワッズ 

同数値のカードが 4 枚組み合わさること。フォーオブアカインド。例えば 9,9

を持っていてフロップに 9,3,9と出現した場合はクワッズ（フォーオブアカイ

ンド）となる。 

コール 

他のプレイヤーのベットに対して同額をポットに投じ、ゲームに参加すること。 

コミュニティーカード 

ボードのこと。テーブル中央に開示される全員共通で使えるカード。 

ショーダウン 

ゲームの最後でハンドを開示すること。ショーダウンして勝っているハンドを

所持しているプレイヤーにポットが渡される。 



スーテッド 

配られた 2 枚のホールカードが同じマークであること。例えば A と J のスペ

ードの場合、表記はＡＪs と表記される。 

スタック 

持ちチップのこと。 

スモールブラインド 

ディーラーボタンの左隣のポジションで、カードが配られる前にビッグブライ

ンドの半分の額を強制的に賭けなければならない。 

セット 

あるポケットペアがボードと組み合わせて、スリーオブアカインドを作ること。

例えば 2,2 というハンドを所持していた場合にフロップに A,2,7 が出現して

作られたスリーオブアカインドの事を指す。トリップスと混同しがちだが、戦

略は大きく異なる。 

ターン 

ボードのうち 4枚目のカードのことを指す。 

チェック 

ベットせずに次の参加者にアクションを回すこと。パスすること。初心者はチ

ェックできるタイミングでフォールドしようとするが、チェックできるときは

しっかりとチェックすべきである。 

チョップ 

引き分けのこと。リバーのベッティングが終了しショーダウンした際に同じ役、

同じキッカーだった場合にポットが均等分配される（ポット÷引き分けた人数

分）。 

トップペア 

あるハンドがボードの一番高いカードと二番目に高いカードにヒットしてい

るツーペアのこと。 

トリップス 

ホールカード1枚とボードのカード2枚で完成されたスリーオブアカインド。 

ドロー 

麻雀で言うリーチしている状態。あと 1 枚で役が完成すること。主にフラッシ

ュドローやストレートドローが代表的。 

ナッツ 

あるボードに対して、その時点での最強の手役。例えば J,T,2 というフロップ

が出現した場合。フロップの時点では J,Jのセットがナッツであるが、ターン

やリバーで Qが出現した場合は A,K のストレートがナッツとなる。 

NLH（ノーリミットホールデム/NLHE） 

通常のポーカールームなどで良く見かける表記で、ノーリミットテキサスホー

ルデムの事である。オンラインでもこの表記が多様されている。 

 



ビッグブラインド 

ボタンの 2 つ左隣のポジションで、強制的にスモールブラインドの 2 倍のチ

ップをカードが配られる前にベットしなくてはならない。 

ヒット 

ボードのどれかと、自身のハンドがマッチングしペアが完成していること。 

ファミリーポット 

テーブル上のプレイヤーが全員参加しているゲーム。全員で構成されたポット

のことでフロップの時点では全プレイヤーがアクティブである。 

フォールド 

ゲームから降りること。上手いといわれているプレイヤーは重要な局面でフォ

ールドができ、スタックを減らさずリスク回避ができる。 

ブラインド 

ボタンの左隣と更に左隣のプレイヤーが担う強制ベットのこと。キャッシュゲ

ームではブラインドは一定の金額だが、トーナメントでは決められた時間と共

にブラインドの金額も上がっていく。 

ブラフ 

ハッタリ、嘘。何の手役も揃っていないにも関わらず、ベットやレイズをする

テクニック。 

ヘッズアップ 

1 対 1 での勝負のこと。トーナメントにおいては 1 位と 2 位が決まる重要な

局面。 

ベット 

チップを賭けること。 

ボード 

コミュニティーカードのこと。中央に最大で 5 枚出現するカードのこと。 

ホールカード 

テーブル上のプレイヤーに最初に配られる 2 枚のカードのこと。 

ポケット 

ホールカードで構成されているワンペアのこと。 

マック 

ショーダウン時にショーせずに、フォールドすること。デッドハンドの束を指

す。 

リバー 

ボードの一番最後のカードであり、最終ベッティングラウンド。 

レイズ 

前のプレイヤーのベット金額に対して上乗せして、チップを賭けること。 

 

 



ポーカー用語集 

 
アーリーポジション 

最初の方にアクション行うプレイヤー。またそのポジションのこと。プリフロップ

ではアンダーザガンやその次のプレイヤー。フロップ以降はボタンの次の参加者と

その次の参加者。 

アウツ 

ハンドに対しボードが開かれて役を発展させうるカード。例えば、AJ のハートを持

っていたとき、フロップで 2 と 9 のハートと 5 のスペードが出現した場合、ター

ンとリバーの 2 回のチャンスでフラッシュを完成させる残りのハートの枚数 9 枚

のこと。9アウツ。 

アグレッシブ 

ベットやレイズ、リレイズをし積極的にプレイしてポットを狙うこと。トーナメン

トで優勝を目指すには必要な資質。対義語はパッシブ。 

アグロ 

アグレッシブなこと。またそのプレイヤー。 

アドオン 

トーナメントゲームにおいて、残りのチップ数に関わらずチップの追加をすること。

ゲームよってはアドオンの締め切りタイミングが設定されていることが多い。 

アンダーザガン（UTG） 

ビッグブラインドの左隣のプレイヤーでプリフロップで一番最初にアクションを行

うプレイヤー。またそのポジション。銃を突きつけられている状態に似ていること

からその名が付いたという説がある。 

アンダードッグ 

ある 2 つのハンドを比べた際に、勝つ可能性が極めて薄い方のハンド。例えば AA

対 99 がプリフロップの時点で、オールインでぶつかった場合、99がアンダードッ

グにあたる。 

アンティ 

ホールカードが配られる前に全プレイヤーが支払う強制ベット（参加費）のこと。

主にトーナメントの中盤から発生することが多い。キャッシュゲームでもハウスや

プレイヤーの取り決めにおいて、発生するこがある。 

インザマネー（ITM） 

大会、トーナメントゲームにおいて入賞すること。多少なりとも賞金がもらえれば

インマネ。 

インプライドオッズ 

あるゲームの次回以降のラウンド以降にポットに入れられるチップも考慮したポッ

トオッズ。 

エフェクティブスタックサイズ 

参加プレイヤーの中で、一番チップの少ないプレイヤーのスタックのこと。トーナ

メントではオールインしてくる可能性が極めて高いショートスタック。 



オーバーカード 

あるハンドよりボードに高いカードが出現すること。また、その逆でも使う。例え

ば AK を持っていてフロップに 2,5,9と出現した場合、2枚のオーバーカードを所

持している状態である。また 2,5のハンドを所持していた場合にフロップに 6,9､J

と出現した場合はボードに 3枚のオーバーカードが出現したということになる。 

オーバーコール 

プリフロで複数のプレイヤーがコールすること。事故る可能性が高い。 

オッズコール 

現時点では負けている可能性が極めて高くても、ポット獲得のためにオッズが合え

ばドローなどを引きにいくようなプレイ。例えばあるハンドがＡＪ♠でフロップに

9♠2♦Ｋ♠出現し相手がＫヒットだと判っていても、ポットに対してベット額が小

さい（3分の 1程度）場合はオッズに合うことになる。 

期待値 

勝つための確率を導き出したもの。 

クライングコール（シックコール） 

あるハンドに対して自分が所持しているハンドが負けている可能性が非常に高いと

わかりつつコールすること。ブラフキャッチか相手のハンドをショーさせたい、ロ

ーポケで薄いセットを狙う等。 

コーリングステーション 

なんでもかんでも、コールするプレイヤー。初心者に多く、フロップが見たいだけ。

ガットを引けると思っているなど。 

コネクター 

連番。5,6 や T, Jなど数字が連なっているハンドのこと。 

コンティニュエーションベット（CB） 

プリフロップでレイズしたプレイヤーが、フロップでワンペア以上の役が出来てい

ない場合でもベットし強さを主張すること。ブラフの一種だが基礎テクニック。CB

とも言われている。 

サイドポット 

プレイヤーが 3 人以上参加しているゲームで、あるプレイヤーがオールインし他の

二人がコール、その後アクティブプレイヤー同士のベッティングで発生した 2つ目

のポットのことを指す。ちなみに、最初のポットはメインポット。 

サックアウト 

バッドビートのこと。極めて勝つ可能性が高いあるハンドが逆転されて負けてしま

うこと。 

サンドイッチレイズ 

あるプレイヤーがレイズし数人のプレイヤーがコール。これに対してリレイズをす

ること。 

シックスマックス（6MAX） 

主にオンラインゲームで、最大で 6人までしかプレイ出来ないテーブルを指す。 

ジャストコール 

フラットコール、スムースコールとも言う。レイズ出来るシチュエーションでも、

あえてコールに止めること。 



ジャックポット 

ロイヤルやストフラ等を完成させた場合、ハウスによって特別にボーナスとして貰

えるチップのこと。通常はクワッド以上でハンドも基準が高い。対義語はバットビ

ート賞。 

シャロー（浅い） 

ショートスタックでプレイすること。通常は 30BB以下のスタック。1回のミスプ

レイで致命的なダメージを伴うが、オールインがしやすく飛んでもリバイして参加

しなおす事を前提にプレイする。 

ショートスタック 

チップ量が少ないこと。 

ショートハンド 

少人数のゲーム。4～6 人程度のテーブル。オンラインでは 6MAXのテーブルが当

たり前のように存在する。 

ショブ（SHOVE） 

オールインすることと同義。 

シン（Thin） 

極めて微妙な意思決定。勝っている可能性が薄いが、相手が A ハイでベットしてき

ている場合、ミドルヒットで打ち返したりというスレスレのプレイ。リーディング

を間違えるとバリューがなくなっている。 

スケアカード 

あるハンドがボードに出現したあるカードによって、逆転された可能性のあるカー

ド。K,K を所持していたプレイヤーにとってフロップに出現した A はケアする必要

がある。 

スチール 

ブラインドを獲得するためにビッグレイズ、オールインなどでフロップを開かずに

チップを得ること。主にトーナメント中盤以降にはアンティも発生するため、1 回

のスチールが勝負の明暗を分ける時がある。また、スチールだとわかって更にリレ

イズしてポットを獲得することをリスチールという。 

ストリングベット 

2 回以上に渡ってベットもしくはレイズすること。禁止事項であり、万が一ストリ

ングベットしてしまった場合は最初にドロップしたチップがベット額として採用さ

れる。レイズするつもりだった場合はコール扱いになってしまう。必ず 1回の動作

でベットもしくはレイズするか、動作を始める前に発声する。 

スピュタード 

何も考えず、チップをばら撒くプレイ。またはそのプレイヤーのこと。 

スプリットポット 

チョップのことゲームがショーダウンまで進み互いに同じ役、同じキッカーだった

場合にポットを均等分配する。 

スムースコール 

ジャストコール、フラットコールのこと。 

スリーベット 

ベット⇒1、レイズ⇒2、リレイズ⇒3と打ち合っている場合のリレイズの事を指す。 



スロープレイ 

極めて強いハンドを所持している場合にベットやレイズを行わず、相手に打たせて

ポットを膨らませるテクニック。例えば J,J でフロップに J が出現した場合、先に

ベットしてしまうとフォールドされてしまう可能性があるのでチェックで回し相手

にベットさせる。「潜る」とも言われているが、多用しすぎると捲られる可能性もあ

るので注意が必要。 

セカンドペア 

ボードのうち 2 番目に高いカードと組み合わせて出来たワンペアのこと。ミドルヒ

ット、ミドルペアともいう。 

セミブラフ 

現状では極めて負けている可能性が高いが、ターン、リバーで捲くれる可能性を秘

めながらベットもしくはレイズすること。フラッシュドローやオープンエンドが一

般的。 

タグ（TAG） 

タイトアグレッシブプレイヤーのこと。一般的に上手いといわれるプレイヤーの基

礎的な側面。 

ダブルアップ 

スタックを倍にすること。 

ダブルベリー（バスタードロー） 

単にダブルベリーとも言われる。ダブルガットショットのこと。ガットショットが

間の 1枚待ちに対して、ダブルベリーは間 2枚のうちどちらが出現してもストレー

トを完成できる状態。引ける確立はオープンエンドと同じ。 

チェックコール 

一旦チェックし相手にベットされてコールすること。 

チェックレイズ 

チェックし相手にベットされてからレイズで強さを主張する。基本的にはアーリー

ポジションが強いハンドを所持している際にポットを膨らませる為に行うテクニッ

ク。 

ツートーン 

ボード、主にフロップで 2 枚のカードが同じマークであること。フラッシュドロー

の可能性が伺える。 

ディープ 

150BB以上のスタックでプレイすること。 

ディーラー 

ポーカーの場合、主にボタンのことを指す。カードを配りゲーム進行を務める人の

こともディーラーというが、昔はボタンの人がカードを配っていたための名残。 

ディフェンド 

ブラインドポジションでプレイする際、レイズされた状態に対しコールもしくはリ

レイズでブラインドを守りにいくプレイ。 

ディレイドベット（ディレイド Cベット） 

プリフロップをレイズインして参加しフロップでチェック、ターンでコンティニュ

エーションベットをすること。高度な技術を持つプレイヤーが使うテクニック。 



ティルト 

テンパっている状態。頭に血が上りまともなプレイを出来ない状態。 

テーブルステークス 

テーブル上のチップのこと。ハンド所持した状態、ゲーム途中でチップの買い足し

（リバイ、アドオン）が出来ないという基本的なルール。 

デッドマネー 

ポット内のチップのうち、すでにフォールドしたプレイヤーが投じたチップのこと

を指す。 

テル 

癖のこと。例えば強いハンドが来たときにやたらと饒舌になったり、逆に全く喋ら

なくなったりとプレイヤーそれぞれの性格が影響したもの。相手に悟られる可能性

があるので注意する必要がある。 

トップ＆ボトム 

あるハンドがボードの一番高いカードと低いカードにヒットしているツーペアのこ

と。 

トップセット 

ボードの一番高いカードと組み合わせて完成したセットのこと。 

ドミネイト 

あるハンドが他のハンドに対して極めて勝つ可能性の低いこと。通常はアウツ 3枚

以下。例えば A,9 と A,K がぶつかった際に A,9 はドミネイトされている状態とい

える。 

トリプルバレル 

アフターフロップから 3回のベッティングラウンド全てでベットすること。 

ドローイングデッド 

フロップやターンの時点で負けが確定していること。ターンやリバーでの逆転は絶

対にありえない状態。 

ドンク 

下手なプレイヤーの事を指して使われていたが、その打ち方からテクニックとして

用いられるようになった。例えば、プリフロップでコールしたプレイヤーがフロッ

プで先にベットすることをドンクベットという。 

ニット 

ロックとほぼ同義でタイトなこと。ハンドレンジも狭く、ゲームへの参加率も極め

て低い。しかし、参加してきた場合は相当のハンドを所持していることが伺える。 

ノーズブリード 

鼻血がでそうなハイレートのテーブル。 

ノーリミット 

賭け金上限がないゲームのこと。ベットやレイズは手持ちのチップ分だけいくらで

も賭けられる。上限があるものはリミットゲームといいフィックス、ポットリミッ

トなどがある。 

バーン 

バーンカード。ゲーム中、不正防止のための捨てカード。バーンカードはポットの

下に差し込まれるカードでリバーまでいくと 3 枚バーンカードがある。 



バイイン 

チップを買うこと。トーナメントのエントリーフィーの意。WSOP のメインイベン

トは＄10,000バイイン。 

ハイジャック 

ボタンの 2つ右にいる人のこと。またそのポジション。 

バックドア 

ランナーランナーと同義だが、主にフラッシュを完成させたときに用いられる。 

ターンとリバーで役を完成させるのに必要なカードを連続で引きあてること。 

バッドビート 

通常では、考えられない負け方をすること。例えば相手が 3アウツしかないにも関

わらずリバーでそれを引き逆転されてしまうこと。ハウスによってはバッドビート

賞が設けられていたりもする。 

バブル 

トーナメントにおいて、インマネ手前の順位のこと。または、あと一人飛ぶとイン

マネが確定するという局面。 

バレル 

ベットすること。トリプルバレルといったらフロップ、ターン、リバー全てでベッ

トすること。 

バンクロール 

テーブル上のチップ以外にポーカーに使える軍資金のこと。財布の中身。バンクロ

ールがあるプレイヤーは飛んでも、何度もリバイしてゲームに参加できるためアグ

レッシブなプレイを好む可能性が高い。 

ピーエルオー（PLO） 

ポットリミットオマハのこと。オマハは 1人のプレイヤーにホールカードが 4枚配

られる。それゆえリーディングの難しさが増し、更にポットリミットというベット

やレイズの上限があるためフォールドすることが難しくなる。しかし、全プレイヤ

ーにホールカードが 4枚配られるわけだから、おのずとアウツも消えている。 

ビッグレイダウン 

ビッグポットを前に、勝っている可能性のあるハンドをフォールドしてしまうこと。 

フィッシュ 

日本で言う「カモ」のこと。下手なプレイヤーでキャッシュゲームでは食い物にさ

れる。 

フェイバリット 

ある 2つのハンドを比較して、極めて勝つ可能性が高い方のハンドのこと。 

フェルト 

オールインして飛んでしまうこと。破産。 

フォーベット 

ベット、レイズ、リレイズ、リリレイズと打ち合っている場合のリリレイズのこと

を指す。 

フラットコール 

ジャストコール、スムースコールと同義。レイズ出来るシチュエーションであえて

コールすること。 



ブラフキャッチャー 

ブラフにしか対応していないハンド。ブラフを見抜いてショーダウンして勝ったプ

レイヤー。 

ブランク 

ボードに対し全プレイヤーのどのハンドにも影響のないカード。 

フリーカード 

フロップ以降、全参加プレイヤーがチェックがチェックで回し全員が無料で見れる

カードのこと。 

フリーズアウト 

ノーリバイトーナメントの事を指す。ノーリバイ、ノーアドオンの表記があるトー

ナメントはフリーズアウト形式と言える。 

プリフロップ(プリフロ/ポストフロップ/PF) 

2枚のホールカードが配られた時点でのベッティングラウンドのことを指す。 

フルリング 

満卓の状態。通常は 9人テーブルである。 

プレイバック 

あるプレイヤーのベットに対して、コールもしくはレイズをすること。 

フロート（フローティング） 

ボードを使って強い手役が完成したように思わせるプレイ。例えばリバーまでコー

ルし、リバーのカードがスレートやフラッシュを完成させたと思わせるカードが出

現した場合にドンクベットし、トップヒットなどのプレイヤーをフォールドさせる

テクニック。 

ブロッカー 

相手が必要であろうカードを自身が所持し、相手のアウツを消していること。 

フロップ 

プリフロップの次のベッティングラウンドのこと。この時点ではボードに 3枚のカ

ードが出現している。 

ベストハンド 

ショーダウン時、一番勝っているハンドのこと。 

ポジション 

ゲームをする上で、アクションをする順番のこと。ブラインドとその次のアンダー

ザガンはポジション的に不利とされている。逆にボタンその手前のカットオフ、更

にその手前のハイジャックは前の参加者のアクションを見てから自分のアクション

を決められるので、有利とされている。 

ポジションベット 

ポジションの優位性を利用してボタンを筆頭にレイトポジションのプレイヤーが、

ハンドの強弱に関わらずレイズし強さを主張したプレイ。 

ボタン 

「DEALR」と書いてある円形の目印。昔はカジノディーラーの代わりに交代でディ

ーラーポジションのプレイヤーがカードをシャッフルし配っていたことから、ディ

ーラーボタンと言われている。 

 



ポットオッズ 

ポットを獲得するために必要なコール額と自身のハンドの勝率が見合っている場合

はオッズに合うという。例えばポットに＄1,000 が投入されており、自身のハンド

とフロップを照らし合わせた場合にフラッシュドローだった時、この場合のフラッ

シュドローが引ける確率が 36％なので＄360 以下のコールならオッズに合うこと

になる。しかし、オッズはプレイをする上での参考数値に過ぎず、オッズを無視し

てプレイするプレイヤーもいる。 

ポットベット 

ポットに溜まっている金額と同額のベットをすること。 

ポットリミット 

ベットやレイズの上限がポットと同額までしか出来ないリミットゲーム。 

ポップ 

レイズすること。 

ボトムペア 

ボードの中で一番低い数値が自身のハンドとマッチングして出来ているワンペア。 

ポラライズ（両極化） 

ハンドレンジの振り幅が大きく、例えば A,J のようなハンドでプレイしたかと思え

ば 2,3 といったブラフありきのハンドでもプレイすること。 

マージナルハンド 

極めて微妙な手。勝っている可能性が極めて低く、ゲームに参加するかも微妙であ

るハンド。 

メインポット 

オールインにコールが入って出来たポット。アクティブプレイヤーが打ち合うとサ

イドポットが出来る。 

モノトーン 

レインボーと対義。主にフロップで 3枚のカードのマークが全て同じ事を指す。同

スーツ 1枚持ちでフラッシュを完成させようと、アフターフロップでも参加する傾

向が多く見られるボード。ちなみにフロップでフラッシュが完成する確立が 0.9%

以下という数値からフロップでのベットはヒット系だとリーディングすることが多

い。 

ラグ（RAG） 

ターンやリバーでハンドに影響を与えないカード。また、ハンドが A3 等の場合は

エースラグと表現する。 

ラグ（LAG） 

プレイヤータイプとして、ルーズアグレのことを指す。数多くのハンドをこなし、

通常はフォールドすべきハンドでもゲームに参加し、アグレッシブにプレイをする

こと。 

ラグタード（LAGtard） 

スーパールーズアグレッシブプレイヤーのこと。強気の初心者にもみられるプレイ

スタイルだが、ベテランとの違いは簡単に飛ぶか否か。ショートスタックからサバ

イブできるか否かである。 

 



ラッシュ 

極めて運の良い状態。連続的に良いハンドが入り勝ちまくること。 

ランナーランナー 

バックドアと同義。ターンとリバーで勝つために必要なカードを連続で引くこと。

主にストレートの手役を完成させる場合に用いられる。 

リード 

あるベッティングラウンドで最終的にベットやレイズをしたプレイヤーの状態を指

す。主張をしているためコールしたプレイヤーよりも現状は勝っている可能性が高

いと思わせる。プレイ中に如何にイニシアティヴを握るかもポーカーにおいて重要

なテクニックである。 

リバイ 

チップを買い足すこと。ただし、ハンドを保持しているアクティブな状態ではリバ

イは認められない。 

リミット 

ベット額やレイズ額に制限があるもの。例えば、ブラインド$100－200 の場合、

次のプレイヤーがレイズ出来る金額は$400 であり、更に$400から次のプレイヤ

ーがレイズ出来る金額は$600 である。ターン以降は、ビッグブラインドの倍がミ

ニマムベット額となる。また、レイズ、リレイズと打ち合った場合、キリがなくなる

のでキャップが設けられている。3キャップであれば、ベット⇒1、レイズ⇒2、リ

レイズ⇒3 となりリリレイズの権利がなくなりコールするかフォールドするかしか

選択肢がなくなる。フィックスゲームとも言われている。 

リンプ 

ビッグブラインドに対してコールしてゲームに参加すること。例えば、ザガン（UTG）

で A ポケが配られた場合、レイトポジションのプレイヤーが十中八九レイズしてく

るであろうと予測し、あえてリンプインしてレイズされるのを待つ場合もある。 

レイザー 

レイズをしたプレイヤーのこと。オリジナルレイザーと言ったら最初にレイズした

プレイヤーの事を指す。 

レインボー 

ボード、主にフロップで 3 枚のカードのマークが全て異なることを指す。逆に 3枚

ともマークが一緒の時は、モノトーンという。 

レーキ 

ハウス側の利益としてポットから差っ引かれる手数料のこと。バカラの場合はコミ

ッションという。 

レンジ 

ハンドの組み合わせ。レンジが広い場合は、どのようなハンドもこなす事を意味し、

レンジが狭い場合は、ポケットや A,T 以上の比較的強いハンドでしかプレイしない

事を意味する。 

ロック 

至極タイトなプレイヤーのこと。堅い⇒岩⇒ロックという表現から生まれた用語。 

https://ja.pokerstrategy.com/glossary/

