
２０１９年４月パチンコ新機種情報

下取値引：5,000円or10,000円

439,900円 399,900円

（2台以上）
台数値引(5台以上)：5,000円 下取値引：5,000～10,000円 4台以上：35,000円
現金一括振込値引：5,000円 一括振込値引：3,000円

499,900円 399,900円

支払値引
納品後1ヶ月以内一括：5,000円

[値引項目]
特別値引：20,000円

本体 盤面

電サポ70回

特賞出玉 10R約1,100個

先納品　対応可

1/111～1/89

ニューギン

P信長の野望～創造～

N-K

3月31日～

備考

(詳細については
弊社営業まで
お問い合わせ

ください。）

[値引項目] [値引項目] 新枠キャンペーン値引：5,000円

新枠キャンペーン値引 ガラス値引：2,000円 台数値引
本体：30,000円 台数値引（5台～）：10,000円 2台～3台：15,000円

429,000円 379,000円 439,000円
価格

本体 盤面 本体 盤面 本体本体 盤面

388,000円 348,000円

平均TY 特賞出玉 10R約1,000個

ST/時短回数 時短0or1+残保留 ST70回/時短70回

4,120個 2,609個

継続率 80% 83%

タイプ 1種2種混合機 ST機 1種2種混合機ST機

大当り確率 1/109～1/89

展示会 2月14日・15日

1/319 1/199 1/256～1/227 1/199～1/176

2月26日

販売台数 全国12,000台 全国2,000台

納品日
4月7日～ 4月7日～ 4月7日～大阪3/31～・兵庫4/7～

先納品　3/17～

全国3,000台

スペック XBA

機種名

サンセイ サンスリー 西陣

Pゴッドイーター PA清流物語3 P Rewrite

MVY2 MP FA FB

ディライト（大一）

CR(A)おそ松さん
～おうまは最高!～

設定数 - 6 66 -

KS-S KSZ-5

1/99 1/69

ST40回 ST30回
特賞出玉

16R約1,680個
特賞出玉

16R約1,008個

[値引項目]
台数値引（2台～）：50,000円
下取値引：1,000円～5,000円



２０１９年４月パチンコ新機種情報

備考

(詳細については
弊社営業まで
お問い合わせ

ください。）

価格

平均TY

ST/時短回数

継続率

タイプ

大当り確率

展示会

販売台数

納品日

スペック

機種名

設定数

348,000円 298,000円

[値引項目]
特別値引：20,000円
台数値引（2台～）：30,000円
現金値引：5,000円
（納品日から10日後までの集金）

特別買取：5,000円or10,000円

現金一括振込値引：5,000円納品後120日以内：3,000円
下取値引：5,000～10,000円

448,000円 398,000円299,000円

6台～：100,000円納品後30日以内一括：5,000円

次機種予約値引：40,000円
2台～：40,000円支払値引
4台～：80,000円納品前一括：10,000円

[値引項目][値引項目]
台数値引台数値引（5台～）：50,000円

本体 盤面盤面 盤面本体 盤面

時短0or7or99回

特賞出玉 10R約800個特賞出玉 10R約1,250個

ST230回／時短25回or230回

特賞出玉 10R約1,248個

1種2種混合機ST機

先納品　対応可先納品　対応可

1/199 1/31

全国10,000台全国5,000台

2月20日大阪2/14・兵庫2/18

先納品　要相談

全国500台

2月27日

サミーニューギン

P七つの大罪P EXZEUS CRRAIZINMAN2

ベルコ

Pセブンインパクト

EXAM-4S

4月14日～4月7日～

AST

4月7日～

[値引項目]

本体 盤面 本体

[値引項目]
遊moreコレクション値引：10,000円

369,000円 329,000円

台数値引（2台～）：20,000円

特賞出玉 10R約1,100個 特賞出玉 16R約1,575個

時短0回or100回

76%

V確転落抽選機

1/145～1/129  1/3

大阪2/12・兵庫2/14 なし

1/99

全国1,500台

4月7日～ 4月14日～

Y2C

豊丸 A-gon

P平家物語－RELOADED－

3 - -- -



２０１９年４月パチンコ新機種情報

備考

(詳細については
弊社営業まで
お問い合わせ

ください。）

価格

平均TY

ST/時短回数

継続率

タイプ

大当り確率

展示会

販売台数

納品日

スペック

機種名

設定数

48台～：20,000円
下取値引：5,000～10,000円

439,000円

盤面

4台～7台：20,000円 台数値引
8台以上：40,000円 24台～：10,000円

399,000円 449,900円 389,900円

[値引項目] [値引項目]
台数値引 ガラス値引：2,000円

本体 盤面 本体本体 盤面

ST120回/時短100回 時短80回

特賞出玉 10R約1,100個 特賞出玉 10R約1,350個

V確変継続機 確変継続機

60%

先納品　対応可 先納品　対応可

1/199～1/175 1/276・1/299

全国10,000台

3月8日 大阪3/12・兵庫3/11

三共 三洋

Pフィーバースーパー戦隊 Ｐスーパー海物語ＩＮジャパン2

ディライト

CRウルトラジャンボ

S MTR

4月21日～ 4月21日～

AC-N

4月14日～

京楽 オッケー

Pぱちんこ冬のソナタ ＰぱちんこＧＡＮＴＺ２

NA1 ＲＭ６

4月21日～ 4月21日～

先納品　4/7～ 先納品 4/7～（兵庫）・3/31予定（大阪）

全国13,000台 全国20,000台

1/74～1/99 1/319

確変継続機 確変継続機

58% 60%

時短30回 時短20回or100回

特賞出玉 10R約1,000個 特賞出玉 10R約1,500個

429,000円 499,800円 439,800円

本体 盤面 本体 盤面

[値引項目] [値引項目]
下取値引：5,000円 設備・運送値引：5,000円
特別下取値引：10,000円 特別下取（盤面のみ）：30,000円

高射幸性特別下取値引：10,000円 パチスロ特別下取
通常下取：5,000円
特別下取：10,000円
高射幸性遊技機下取：10,000円

6 2 6 -

先納品　４/７～予定

全国3,000台

3月13日

 1/14

時短0回or99回

特賞出玉 16R約2,250個

358,000円 308,000円

[値引項目]
台数値引（2台～）：20,000円
下取値引：1,000円～5,000円



２０１９年４月スロット新機種情報

約0.2枚/G

大阪2/14・兵庫2/18 2月22日

販売台数 全国2,000台

純増枚数

義風堂々!!～兼続と慶次～EM
Sパチスロ黄門ちゃま

V女神VER／LA6

全国6,000台

タイプ

展示会

納品日
4月7日～ 4月21日～

ECOスロ

先納品　対応可

ライクニュー

機種名

エキサイト 平和

399,000円 449,000円 389,000円
価格

本体 本体 回胴部 本体 本体

備考

(詳細については
弊社営業まで
お問い合わせ

ください。）

[値引項目] [値引項目] [値引項目] [値引項目]

本体

支払値引 台数値引

黄門ちゃまV導入値引：15,000円

回胴部下取：5,000円

黄門V⇒女神盛入替値引：10,000円

[値引項目]
ライクニュー値引：10,000円 【本体】

納品後1ヶ月以内一括：5,000円 2台以上：10,000円
特別買取：5,000円or10,000円 4台以上：20,000円

【回胴部】

台数値引
2台以上：10,000円
4台以上：20,000円
黄門ちゃまV導入値引：15,000円



２０１９年４月リュース・ECO機種情報

PA清流物語3P信長の野望～創造～
機種名

サンスリーニューギン

スペック XBAN-K

先納品　対応可
納品日

4月7日～3月31日～

販売台数

大当り確率 1/109～1/891/111～1/89

展示会

継続率 80%

タイプ ST機

ST/時短回数 ST70回/時短70回電サポ70回

平均TY 特賞出玉 10R約1,000個特賞出玉 10R約1,100個

価格
ECOパチ

227,000円 247,000円199,000円 219,000円

盤面 本体 盤面 本体 盤面盤面（他店売買機対象外） 盤面（他店売買機対象）ECO即・ECO中 本体

備考

(詳細については
弊社営業まで
お問い合わせ

ください。）

[値引項目][値引項目] [値引項目] [値引項目] [値引項目]
下取値引：10,000円特別買取：5,000円or10,000円

設定数 66


