
２０２１年１2月パチンコ新機種情報

[値引項目]
キャンペーン値引

：50,000円
下取値引
：5,000円or10,000円

[値引項目]
キャンペーン値引

：40,000円
下取値引
：5,000円or10,000円

取置値引：50,000円、プラス値引：30,000円

搬入・設置値引：3,000円
交換下取値引：5,000円

④枠ライズプラス、⑤新盤面交換プラス

協力値引：52,000円

交換機種下取値引：5,000円
お取り置き値引：50,000円

協力値引：52,000円 買取▲5,000
搬入・設置値引：3,000円

（2台以上）
搬入・設置値引：3,000円 本体値引▲20,000
③新台盤面（上下無し） 特別値引▲5,000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]

盤面 本体 盤面 本体

[値引項目]
下取値引：3,000円or5,000円 ①新台本体、②新台盤面 現金一括振込▲5,000

549,800円 489,800円 449,900円 399,900円

協力値引：52,000円

盤面

438,000円 549,900円
価格

本体 盤面 本体本体 盤面 本体 盤面

449,800円 409,800円 439,800円 399,800円

平均TY 特賞出玉 10R約1,000個 特賞出玉 10R約1,000個 特賞出玉 10R約1,500個 特賞出玉1,000個

ST/時短回数 ＳＴ５０回 ST163回 時短100回

9R約990個 10R約1,200個

継続率 69% 81% 94%

タイプ Ｖ確ＳＴ機 ＳＴ機 1種2種混合機 １種２種混合機

92% 80%

大当り確率 1/125 1/89 1/319 1/319

展示会

1/319 1/229

先納品  12/5～

全国販売台数 1,000台 1,000台 20,000台 2,000台

納品日
12月5日～ 12月19日～ 12月19日～ 12月19日～ 12月19日～

先納品　11/21～ 先納品　11/28～ 先納品対応予定 先納品　12/5～

Ｐキャプテン翼若林Ｖｅｒ

スペック akz RVY3

機種名

竹屋 西陣 ビスティ 京楽 サンセイ

Ｐミニミニモンスタードラム Ｐ春一番～恋絵巻～
Ｐ新世紀エヴァンゲリオン１

５
未来への咆哮

Ｐぱちんこキン肉マン３

GC250A GC250XA Ｍ７ Ｍ２１

設定数 - - -



２０２１年１2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

全国販売台数

納品日

スペック

機種名

設定数

439,900円 399,900円 449,900円

買取▲5,000

2台～▲20,000
3台以上▲50,000

[値引項目] [値引項目] [値引項目]
台数値引 現金一括振込▲5,000

本体 盤面 本体 盤面 本体 盤面

100or50or20回 4or8回

特賞出玉約960個 特賞出玉　800個

１種２種混合機

81% 超乱闘RUSH継続　約91％

先納品　11/24～ 先納品　11/14～ 先納品　12/5～

1/99 1/319 1/199

5,000台 8,000台 1,000台

ニューギン サンセイ 高尾

ＰＡ野生の王国５ Ｐ牙狼ＭＡＸＸ－ＭＣ（再販） Ｐらんま1/2

N-K Ｖ１Ａ

12月6日～ 12月5日～ 12月19日～



２０２１年１2月スロット新機種情報

約2.8枚 約6.0枚 約6.0枚

関西9/27～29　関東9/27

全国販売台数 10,000台予定

純増枚数

ＡＴ ＡＴ AT

藤商事

Ｓ牙狼－黄金騎士－ＳＡ４ ＳスターパルサーＹＴＣＣＳ銭形３Ｈ２ Ｓリング　運命の秒刻ＦＬ

5,000台

タイプ

3,000台 3,000台

展示会

納品日
12月5日～ 12月5日～

ECOスロ

12月5日～ 12月19日～

先納品：11/14～

ライクニュー

先納品　11/28～

機種名

サンセイ 平和 山佐

499,800円 459,000円 399,000円 439,000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 回胴部

▲10,000 初期導入値引：10,000円 2～3台：20,000円 2～3台▲50,000

8台以上▲40,000 台数値引（4台以上）：60,000円 8台以上：80,000円 リユース筐体値引▲35,000

「Ｓガールズ＆パンツァー劇場版Ｈ４」

[値引項目]
一括振込（2台以上） 回胴部下取：5,000円 台数値引 台数値引

449,800円 379,800円

台数値引 台数値引（2台以上）：20,000円 4～5台：40,000円 4台以上▲80,000
4台以上▲20,000 台数値引（3台以上）：40,000円 6～7台：60,000円 振込値引▲1,000

下取値引：5,000円 下取▲3,000～5,000
※回胴部下取機種

※初期導入値引
12/3までの受注に適用



２０２１年１2月リュース・ECO機種情報

Ｐ真・花の慶次２
機種名

ニューギン

スペック Ｍ３－ＶＣ

先納品11/15～
納品日

12月5日～

全国販売台数 15,000台（NL・ECO合算）

大当り確率 1/199

展示会 -

継続率 約81％

タイプ

ST/時短回数 10,000or40回

平均TY 特1約450個特2約1,500個

価格
本体

379,000円 309,000円

盤面 本体 盤面 本体 盤面本体 盤面 盤面 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]
ECO

229,000円
289,000円

309,000円
ECO中・即

買取▲5,000
249,000円

設定数 -


