
(有)丸幸商会 スロット新機種一覧 2007/8/1

ﾒｰｶｰ名 機種名 ﾀｲﾌﾟ 出率
ベース

(1000円)
納品開始

展示
会

本体価格（値引)
面替価格(値引)

値引・下取 備考 次機種

SNK
プレイモア

シスタークエストＸ

15ｲﾝﾁＷ液晶、BB(312
枚)orCB(104枚)、天井RT
付

96%～112%
36.78～
38.86回

9/2 7/30 410000（▲20000）

ｼﾞｺﾞﾛ
マッドジーX

ラスター トンデピースＺ
液晶、BB(170枚)orCB(50
枚)+RT500G(0.4枚増)

未発表 31回 9/17 7/31 380000(▲20000)
トンデビーズＺ

銀座 シティーハンターＲ 9/

ﾅｲﾄﾗｲﾀﾞｰ／おり姫
は告知がお好き

イレブン エリア８８Ａ 9/
運賃メーカー
負担

KPE ツインビーＪＧ
11ｲﾝﾁ液晶・BB(448
枚)orMB(351枚)ｏｒRB(104枚) 9/中

ｻﾝﾊﾞｱﾝﾄﾞｻﾝﾊﾞ

ｱﾘｽﾄ 恐怖新聞 9/9 8/1 298000(▲20000)
ﾊﾟﾝﾄﾞﾗ／ｽﾀｰｼﾃｨ

？
(同友会)

カンスロ 9/9

平和 バリバリ伝説
BB(234枚)orRB(120
枚)+RT120G 97.2%～107.7%

37.6～40
回

9/9 8/8 388000(▲50000)
【台数値引(4台以上)】▲20000　【麻
雀物語2保有値引】▲20000　【現金
一括値引】▲5000

全国10000台
予定

ﾈｯﾄ ハワイ－３０ 9/2 ¥328,000

ﾈｯﾄ 熊酒場－３０ 9/2
398000

次機種返却契約26万

エマ めーそーれ２－３０
ドット表示、一発告知機、
BB(256枚)+RtorMB(196
枚)orRB(66枚)

94.2%～110.4% 約35.8回 9/2 7/12 360000(▲30000)
【下取】ハナサクラ(30)▲20000、
イミソーレー３０▲10000

メンソーレ２X－３０

バルテック セブンボンバー
液晶、一発告知、BB(364
枚)orRB(104枚)

96.7%～106.1% 約46回 8/26 7/17 ¥298,000
ヤマタイワールド

ベルコ ミスターマリック
BB(312枚)orMB(210
枚)orSB(108枚)+ＡRT(純
増1.6枚)

メーカー未発表 8/26 7/18 380000(▲40000)

【現金一括値引】▲10200
＊買い戻し保障販売18万円(3か
月以内)

倖田來未Z4

10ｲﾝﾁ液晶、BB(約330
枚)+CT50GorLB(約200枚
+α)+RT100or200GorRB(約60
枚)+CT50G、CT中RT突入率50%

97.6%～111.0% 約40回 9/17 7/25 403000(▲30000)

ストップ!!ひばりくん!
全面液晶筐体、BB(310
枚)+RT33or77GorRB(約100枚) 96%～106% 9/2 7/25 403000(▲30000)

IGT
信長の野望・天下創世
第二の刻

液晶
一発告知 97.4%～108.3%

設定3で
45回

8/19 7/26
248000(▲20000)

レンタル4ヶ月198000

レンタル4ヶ月以降は買取で+30000
円(3台以上) 限定3000台

コータローまかりとお
る！

山佐 戦国無双
BB(274枚)orRB(63
枚)+ART

97.0%～110.0% 8/19 7/5 408000(▲40000)
バウンティーキラー
パチスロリッジレー

【ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ（ﾘｻｲｸﾙ）値引】▲60000【現金一括値引】
▲10000【下取】▲100000（餓狼・ｽｶｲﾗﾌﾞ・KOF2・ﾁｬﾑﾁｬﾑ）
▲50000（ｽｰﾊﾟｰお父さん・KOF・花盛・ｼﾞｬﾝｼﾞｬﾝ・ｽｰﾊﾟｰﾎﾞﾑ・
あかずきん）

【早期契約値引】8/3まで▲20000　【台数値引5
台以上】▲20000　【買取】▲10000or20000

三共

【スタートダッシュ値引】(9/14まで)▲30000 【台数値引】4台
～▲30000・7台～▲50000（9/14PM3：00まで契約書提出）
【契約金値引】▲5000（9/14PM3：00まで契約書提出）【下
取】▲20000（ﾊﾞﾄﾙﾘｰｶﾞｰ）▲30000（ｶﾞｵｶﾞｵ）▲40000(楽シー
サー・スターウォーズ)

【早期値引】(8月31日まで)▲15000　【一括
値引】(4台以上)▲5000

小川直也／いい湯だ
な／ﾊﾟﾜﾌﾙｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ
／ｲﾝﾃﾞｨｰｼﾞｮｰﾝｽﾞ

【台数値引(2台以上)】▲20000

【ホール支援値引】8月27日までの契約で▲50000・9
月1日までの契約で▲30000
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ｱﾋﾞﾘｯﾄ パタリロ
BB3種(240枚)orRB(111
枚)+RT最高1000回(純増

96.4%～110.0% 36～39回 8/19 7/10 390000(▲20000)
デカシーサー
花マル奮闘記L

KPE
オンナネズミコゾウJA
(新パネル)

10ｲﾝﾁ液晶・RT100or200
38回 8/5

4/23
代行
店

368000（▲20000）
ﾂｲﾝﾋﾞｰ／ｻﾝﾊﾞｱﾝﾄﾞ
ｻﾝﾊﾞ/ﾏｼﾞｶﾙﾊﾛｳｨﾝ
(7月下旬)

ｱﾙｾﾞ（ﾐｽﾞﾎ）青ドン(新パネル)
全面液晶・純A（351or104枚）・天
井RTあり 8/5 4/18

450000(▲80000）
面替200000

値引は4台以上から　面替は納品時
引取だと￥210,000になります

ﾚﾝﾀﾙは6/3～納
品（＊10台以上）

ｽｰﾊﾟｰﾃﾞﾗｯｸｽ（ｴﾚ
ｺ）／赤ﾄﾞﾝ（ﾐｽﾞﾎ）／
ﾏﾘﾝﾊﾞ

遊人 学習パチスロ１
液晶+7ｾｸﾞ　BB( 312
枚)orCB(221枚)

95%～106% 34回 8/5 7/5 ¥298,000

ｱﾙｾﾞ（ﾐｽﾞﾎ）ゲッターマウスＲ
3リール・Ｘ筐体　ＢＢ（３１２枚)ｏｒ
ＲＢ(104枚)

7/29
先行
7/10

7/9 ¥350,000
値引は5台以上から▲20000 ﾚﾝﾀﾙは6/3～納

品（＊10台以上）
ｽｰﾊﾟｰﾃﾞﾗｯｸｽ（ｴﾚ
ｺ）／赤ﾄﾞﾝ（ﾐｽﾞﾎ）／
ﾏﾘﾝﾊﾞ

ﾛﾃﾞｵ
（ﾌｨｰﾙｽﾞ）

バックトゥーザフューチャー
　　　　デラックス

全面液晶、BB(約
261)orRB(約108枚)+ＲＴ
150回

メーカー未発表 販売延期 6/21 398000(▲70000)
【下取】俺の空(R-F)▲30000、ﾄﾞｺ
ﾝｼﾞｮｳｶﾞｴﾙ▲20000、鬼武者３・カ
イジ・ガメラＨＧ・ｳﾒﾏﾂﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ

ﾏｽｸｵﾌﾞｿﾞﾛ／ｸﾘｰﾑ
ｼﾁｭｰ/ソニックライ
ブ

ｵｰｲｽﾞﾐ ラーメン王E
8インチ液晶、BB+RT100(224
枚)orHB+RT50(152
枚)orRB+RT500(444枚)、RT完走
型

95.8%～105.4%
39.8～41.6

回
7/29

5/28東京
ドームホ
テル天空

の間

本体298000
面替210000

2台以上
元祖ﾊﾈｽﾛ(ﾂｲﾝﾄﾞﾗ
ﾑ)／NEO花伝説

ｱﾋﾞﾘｯﾄ アトコアミヘイ
液晶、純AタイプBB(288
枚)orRB

95.5%～105% 35回 販売延期 6/20 298000(▲50000)
パタリロ(8月中旬予
定)

岡崎 ファンシーポリス
液晶,BB(283枚)RT無し
orFB(204枚)もしくはRB(95枚)
＋RT200G(純増0.4枚)

97.574%～
107.796%

販売
延期

6/20
320000(▲22000)
230000(▲20000)

【下取】岡崎製品全般▲10000
＊4号機は要確認

ｷﾝｸﾞｿﾞｰﾝ／白龍伝説
S／ｶｰﾂﾊﾞｲ/ﾊﾟﾁｽﾛﾍ
ｷｻｺﾞﾝ(30)

サミー 北斗の拳２G

全面液晶､BB(225
枚)orRB(105
枚)+RT20or40or60or90or100
回のループで最大500Gま
で、RT微増

97%～107.2％ 7/22 無し ¥458,000

ﾒｲｷｭｳｶｲ

ヤーマ がんばれ元気１
12ｲﾝﾁ液晶、ﾂｲﾝBB(約312
枚)orRB(約54枚)+ART(+1.5
枚)111回or次回まで

95.0%～108.5%48%～49% 7/22 6/18
418000(▲73000)

250000

【現金一括値引】-10000円
4台以上

モンキーモンキー
３/アタリ

北電子 ラブリージャグラーＡ BB(310枚)orRB(154枚)96.87%～107.88% 7/22 400000(▲27000) 【一括値引】▲8000 ボルキャンファイブ/
ネバダリゾート２

ｳｨﾝﾈｯﾄ 桜姫
非液晶、BB3種類
(448or350or150枚) orRB(24
枚)+RT33or77or111回

97%～110% 7/22 6/21 ¥318,000

コルモ ジャンジャン飯店
10ｲﾝﾁ液晶、BB(350
枚)+RT100GorMB(250枚)RT
無しorRB(70枚)RT無し

95.46%～110.18% 7/22 6/8 398000(▲58000)
ハンティングＧ３

KPE マジカルハロウィンＪＣ
11ｲﾝﾁ液晶・
BborRB+RT(0.2
枚)orART(0.7枚)

95.6%～118.3% 38回 7/22
6/5
各代
行店

368000（▲20000）
ﾂｲﾝﾋﾞｰ／ｻﾝﾊﾞｱﾝﾄﾞ
ｻﾝﾊﾞ

タイヨー バックトゥーザフューチャーα
7ｲﾝﾁ液晶・BB(312
枚)orCB(124枚) 7/22

6/8
各代行

店
¥335,000

D51α

ｺﾞｰﾙﾄﾞ
ｵﾘﾝﾋﾟｱ

(ﾌｨｰﾙｽﾞ)
怪傑ハリマオ

10インチ液晶、BB(102枚CT突入
抽選)+CT(60枚+RT継
続)orRB(102枚+RT終了)、CT継
続率75%

メーカー未発表 7/22
個別展

示
388000(▲70000)
268000(▲10000)

【回胴部対応筐体機種】ルーニー・
テューンズＢＩＡ、空手バカ一代

ＰＳＣ対応機

【展示会来場者値引】▲10000　【出精値引】
▲20000まで　【下取】鬼浜▲20000、他5号機

【大型入替期特別値引】▲58000(通常支払い条件）▲38000
（1/4現金、残り手形最高7回均等払い）【下取値引】▲10000
（ﾎｸﾄ・ﾎﾟﾊﾟｲ・ﾏﾝｸﾗ・ｱﾗｼﾞﾝ）▲20000（ﾎｸﾄSE）▲30000（ﾊｸｼｮ
ﾝ・ﾎﾞﾝﾊﾞｰﾏﾝ・ｸﾗｯｼｭ・ｽﾊﾟｲﾀﾞｰ・仮面）【店舗内ｼｪｱ値引】
▲10000～　　　　　　※法人大量導入ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸあり

【台数値引】4～7台▲10000・8台～▲20000【下取】▲40000
（ﾗﾝﾌﾞﾙ）・▲80000（ﾄﾚｼﾞｬｰ、あっぱれ）【面替】▲120000
（あっぱれ）・▲170000（ﾄﾚｼﾞｬｰ）

【早期契約値引】(7/20まで)▲23000　【台数値引】3～
4台▲10000・5台以上▲20000　【下取値引】三国覇王
伝▲100000、ミチスロ・二本松▲50000

【台数値引】5台以上▲10000【下取】▲40000（ﾗﾝﾌﾞﾙ）・
▲80000（ﾄﾚｼﾞｬｰ、あっぱれ）【面替】▲120000（あっぱれ）・
▲170000（ﾄﾚｼﾞｬｰ）
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平和
俺の名はルパン三世
(ルパンパネル)

20ｲﾝﾁ液晶、ツイン
BB(300枚)orRG(150
枚)、RT100回

95.0%～107.0%
35.5～38.7

回
7/16

6/20
東京

ドーム
ホテ

418000(▲80000)
308000(▲30000)

【本体台数値引10台以上】▲20000
8月4日納品ま
では5台以上

バリバリ伝説(9
月)

オリンピア
俺の名はルパン三世
(次元パネル)

20ｲﾝﾁ液晶、ツイン
BB(300枚)orRG(150
枚)、RT100回

95.0%～107.0%53%～57% 7/16

6/20
東京

ドーム
ホテ
ル

418000(▲80000)
308000(▲30000)

【本体台数値引10台以上】▲20000

8月4日納品ま
では5台以上

ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞｵﾌﾞﾋﾟｰﾀｰ
ﾊﾟﾝ/ｷｬｯﾂｱｲ/ﾏ
ｼﾞｯｸﾓﾝｽﾀｰ?

JPS ニーマルニーナナ（2027）
12ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ液晶、REG(27
枚)、ART20G(約34枚)
ループ継続率70～95％

97.82%～116.05 約36回 7/16
6/7

トレー
ド

398000(▲28000)
298000

ｷﾗｰﾎｰｸ／ﾄﾘﾌﾟﾙ
ﾎｰｸ/五木ひろしＳ
Ｐ

力道山Ｓ 10インチワイド液晶・BB3種
orRB1種+RT突入高確30G+

96.8%～107.3% 52回 7/1 5/29 ¥398,000

仮面ライダーＤＸ６
  回れ！変身ベルト編

ドーナツビジョン、BB3種(約350
枚)orRB1種(90枚)+RT100回 95.8%～106.1% 7/1 5/29 ¥438,000

銀座
リングにかけろ１
「ビクトリーガールズ」パ
ネル

10ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ液晶・

96%～118％ 7/8 5/29 418000(▲58000～)

ﾅｲﾄﾗｲﾀﾞｰ／ｼﾃｨｰﾊ
ﾝﾀｰ／おり姫は告
知がお好き

ﾆｭｰｷﾞﾝ ナチュリＨ
10ｲﾝﾁ液晶、BB2種類(約280
枚)orHB(約180枚)orRB(約72枚)96.56%～111.89 37～38回 7/8 5/25 365000（▲40000） 全国1000台 ｾｲﾌﾞｹｲｻﾂ／ﾀﾞﾌﾞﾙ

ﾊﾞﾆｨ
タイヨー
エレック

マーベルヒーローズ
８ｲﾝﾁ液晶 BB(384or216
枚)+RT+ART メーカー未発表30～32回 7/8 6/4 398000(▲20000)

【台数値引】3～4台▲20000・5～6台
▲30000・7台以上▲40000 【下取値
引】(お江戸)▲80000

伝説の巫女
熱血硬派くにおくん

ﾈｯﾄ カリビアンクィーン
BB（312枚）orRB（120枚）
+RT100 69.5%～105.5% 7/8 5/22

398000
次機種返却契約26万

ハワイ

トリビー 電撃ネットワーク
10ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ液晶・BB(312
枚)orRB(118枚)+RT30or100回 95.5%～111.1％ 約46回 7/8

5/31渋
谷

WOMB

418000
(▲28000)

【台数値引】4台以上▲60000
初期ロット
3000台

シェンシェ－３０

ハワイっ娘 非液晶
一発告知

96.6%～109.0％
設定3で
39.5回

7/22 5/15 ¥248,000 限定3000台

ゲンジュウハオウT
10ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ液晶・BB370枚
＋RT100回orMB210枚
orRB104枚

97.9%～107.8% 7/8
5/15
赤ﾌﾟﾘ

398000（▲20000～）

三国志T(ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾊﾟﾈﾙ）
10ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ液晶・ﾂｲﾝBB
＋RT50回

97.8%～110.4% 6/10
3/14先
行試打

会
418000（▲20000）

【導入値引】▲20000（ﾘﾝﾀﾞ導入
店）

ＢｕｎＢｕｎＭａｒｕ　Ｌ
一発告知・純Aﾀｲﾌﾟ

96.8%～106.3%
38.9～40.5

回
延期 5/22 298000（▲30000）

ＢｕｎＢｕｎＭａｒｕ　Ｒ
ﾘﾌﾟﾚﾝ告知・純Aﾀｲﾌﾟ

96.7%～106.1%
38.6～40.1

回
延期 5/22 298000（▲30000）

日本ブレイク工業
RBB(251枚)ｏｒCBB(130
枚)+RT50回

96.04～108.23
37.0～37.7

回
7/1 5/22 298000（▲30000）

アクアヴィーナス－３０ 一発告知・純Aﾀｲﾌﾟ 96.5%～110.2%
37.7～39.2

回
6/17 5/9 298000（▲30000） 600台限定

【台数値引】4台～▲20000

サミー

IGT

平和

ﾒｲｷｭｳｶｲ／新北斗
の拳

【導入店値引】▲20000（三国志T）【台数値引】6
台以上▲10000円【下取】▲50000（信長・逮捕・ﾘ
ﾝﾀﾞ）

【期間限定割引】▲58000（5月～10月末納品）【台数加算値引】ﾘﾝｸﾞ
にかけろ以降購入台数10台未満▲10000・10～20台▲20000・20～
30台▲30000・30～40台▲50000・40～50台▲65000・50台～
▲80000【現金一括値引】▲10000（納品翌月末まで銀行振込）

天下創世

【大型入替期特別値引】▲58000(通常支払い条件）▲38000
（1/4現金、残り手形最高7回均等払い）【下取値引】▲10000
（ﾎｸﾄ・ﾎﾟﾊﾟｲ・ﾏﾝｸﾗ・ｱﾗｼﾞﾝ）▲20000（ﾎｸﾄSE）▲30000（ﾊｸｼｮ
ﾝ・ﾎﾞﾝﾊﾞｰﾏﾝ・ｸﾗｯｼｭ・ｽﾊﾟｲﾀﾞｰ・仮面）【店舗内ｼｪｱ値引】
▲10000～　　　　　　※法人大量導入ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸあり

下取：「小麦」「ｿﾖｶｾﾞ」-5万・「ﾎｰｸⅢ」-7万・「ｱｽﾄﾛ球団」「ｷｬ
ｼｬｰﾝ」「爆侍」「ﾀﾞｲﾅﾏｲﾄﾏﾝ」-10万



(有)丸幸商会 スロット新機種一覧 2007/8/1

ﾒｰｶｰ名 機種名 ﾀｲﾌﾟ 出率
ベース

(1000円)
納品開始

展示
会

本体価格（値引)
面替価格(値引)

値引・下取 備考 次機種

新世紀エヴァンゲリオ
ン・まごころを君にＧ

10ｲﾝﾁ液晶+ｼｬｯﾀｰ役物・SBB（416
枚）orBB（260枚）orRB(52枚)+RT50or
次回

96.4%～111.5% 7/8 368000（▲50000）

モーニング娘
10ｲﾝﾁ液晶+ｼｬｯﾀｰ役物・BB
（302枚）orCB（104枚）
+RT15or30回

メーカー未発表 6/24 368000（▲50000）

バルテック 氷川きよし劇場
10ｲﾝﾁ液晶・SBB(410
枚)orBB(380枚)+RT 96.4%～107.36 約46回 7/1

5/16
代行店

¥398,000 セブンボンバー/ヤマ
タイワールド

大一 デジタル所さん 15.9ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ液晶 7/1 5/7 ¥398,000 ﾄｯﾌﾟ6000台 中森明菜ｽﾛｯﾄ伝説/パ
チスロ湘南爆走族

チャムチャムXX 15ｲﾝﾁ液晶 94.3%～112.3% 7/16 410000（▲60000）

ドキドキアカズキンSX
10.4ｲﾝﾁ液晶・ﾂｲﾝBB（412or257
枚） 94.9%～115.8％ 7/1 398000（▲58000）

ザ・キングオブファイターズ２XX 15ｲﾝﾁ液晶 95.9%～112.3% 6/10 410000（▲60000）

ラブリーチェリー
　(モエルマリンバトル)

6/24
370000

面替170000

スーパーキューティーハニー 6/24
370000

面替170000

遊人 グレートエンペラー
液晶+7ｾｸﾞ　BB( 312
枚)orCB(221枚)

95%～106% 34回
6/24(先

行)
7月

6/5
ﾗﾍﾞﾙ
ｵｰﾗﾑ

¥390,000
【展示会来場者値引】▲20000 展示会

ﾗ･ﾍﾞｰﾙｵｰﾗ
学習パチスロ１

山佐 ニューパルサーV
非液晶　4リール・4ｽﾄｯﾌﾟﾎﾞﾀﾝ
312or156枚 97.23%～105.05% 6/24 5/25 348000(▲20000)

【早期契約値引】(6/22ま
で)▲20000

2台以上
バウンティーキラー
戦国無双

ハナサクラ25・30Φ

非液晶・一発告知
RT50回(0.13枚)

95.9%～108.5% 34.5回 6/24 330000～360000

【値引】0～2万円 限定【25】2000
台

限定【30】3000
台

うまい棒
非液晶・一発告知＋RT

6/10 360000（▲30000～）

ｱﾘｽﾄ ズーマニア 非液晶 96.6%～109.2% 6/24 ¥298,000 恐怖新聞/ﾊﾟﾝﾄﾞﾗ／ｽ
ﾀｰｼﾃｨ

平和(BROS) ｱﾝﾄﾆｵ猪木も燃えるﾊﾟﾁｽﾛ機
全面液晶・2BB（240枚）
+RT100or200回 95.6%～107.61% 6/3 4/4

418000（▲60000）
面替308000(▲20000)

俺の名はﾙﾊﾟﾝⅢ
世P

清龍 トリプルクラウン－３０
非液晶・BB312枚・RB104
枚

96.46～107.72% 6/16 350000（▲30000）
ﾀｹﾙX

機動警察パトレイバーX 97.0%～109.2% 6/16 5/18
パタリロ/ミスターマ
リック

マリンフラッシュ 非液晶・一発告知 6/10 300000（▲20000） ｵﾆﾊﾏ下取り▲2万 内覧5/10

楽シーサーR
巨大役物・一発告知・純A
（310or110枚） 96.0%～109.4％ 36回 6/24 4/20 365000（▲55000）

スターウォーズR
全面液晶・TY（312or156枚）

96%～106％ 6/24 4/20 390000（▲55000）

ﾌｧｰｽﾄ Dooｍｓ Daｙ～最後の審判
非液晶・一発告知

95.8%～108.2% 5/27 310000（▲15000）
4台以上▲2万　ﾗｲｸﾆｭｰ：大江戸漫
遊記の爺ﾊﾟﾈﾙ返却で￥198000

ｻﾞｺﾞﾙﾌ-30

タイヨー
科学忍者隊ガッチャマン
　(新パネル：青)

6/10 ¥330,000

大都 シェイクⅡＳ
液晶+透過液晶・MAX448枚

6/10 3/28 430000(▲8000)
6台以上発注 ｼﾞｲｻﾏｰ／真・吉宗

5

三共

【台数値引】4台～▲30000・7台～▲50000（6/8PM3：00まで
契約書提出）【契約金値引】▲5000（6/8PM3：00まで契約書
提出）【ｻﾝｸｽ値引】▲20000（三共5号機の購入実績がある
ﾎｰﾙ及びﾁｪｰﾝ店のみ）【下取】▲30000（ﾊﾞﾄﾙﾘｰｶﾞｰ）
▲40000（ｶﾞｵｶﾞｵ）

SNK
プレイモア

【下取】5号機▲50000【ﾌﾟﾚﾐｱﾑ販売】（餓狼・ｽｶｲをｻ
ﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗﾝで購入した法人：NEWｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗﾝ契約台数
×2まで）▲260000 　　　　【現金一括】▲10000円
☆4月～7月までの納品可能台数40000台

ｱﾋﾞﾘｯﾄ

4台以上▲30000(ﾕﾆｯﾄ▲10000)　　PSC適用価格12回・24回
払いあり

ﾋﾞｽﾃｨ
（ﾌｨｰﾙｽﾞ）

【下取】▲40000（ﾎｰﾑｽﾞ・ＧＴＯ）▲30000（ﾛｯｷｰ）
▲10000（ﾛｰﾄﾞｵﾌﾞｻﾞﾘﾝｸﾞ）

限定3000台　5/14～5/18までの受注にかぎり値引-
10000円　下取：ｱｵｲﾉｿﾗ・ﾍﾟｶﾞｯﾊﾟ▲1万

4/12

ｴﾏ

ｱﾙｾﾞ（ﾐｽﾞﾎ）

ｽｰﾊﾟｰﾃﾞﾗｯｸｽ（ｴﾚ
ｺ）／赤ﾄﾞﾝ（ﾐｽﾞﾎ）／
ﾏﾘﾝﾊﾞ/ゲッターマ
ウス(ｱﾙｾﾞ)

ﾋﾞｯｸﾞｱﾝﾄﾞｽﾓｰﾙ/
一発告知/サドン
１

【ホール支援値引】7月2日までの契約で▲50000・7月
17日までの契約で▲30000

新世紀エヴァンゲリ
オン３(9月)

ビーチクラビ

小川直也／いい湯だ
な／倖田來未／ﾊﾟﾜﾌ
ﾙｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ／ｲﾝﾃﾞｨｰ
ｼﾞｮｰﾝｽﾞ

ｼﾞｺﾞﾛ(8月)
マッドジーX(8月)
シスタークエスト

早期値引（5月30日までの契約）▲50000円　下取値引（アリ
スト4号機）▲50000円　感謝値引（キャッシュマン導入法人）



(有)丸幸商会 スロット新機種一覧 2007/8/1

ﾒｰｶｰ名 機種名 ﾀｲﾌﾟ 出率
ベース

(1000円)
納品開始

展示
会
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値引・下取 備考 次機種

ﾈｯﾄ もえろ!!ハーレムエース
液晶・BB（308枚）+RB（195枚）

6/3 4/19
398000

（次回返却36万）
ｶﾘﾋﾞｱﾝﾅｲﾄ

藤商事 ブルース・リーC
10.4インチ液晶

96%～109% 6/3 4/23 370000（▲32000）
【台数値引】3台～▲10000【現金一括値
引】▲10000（3台～）【早期受注値引】
▲20000（4/30まで）

初期ﾛｯﾄ5000台 ｹﾞｹﾞｹﾞの鬼太郎／ﾋﾟ
ﾝｸﾊﾟﾝｻｰ／ｺﾌﾞﾗ

ｵｰｲｽﾞﾐ 常夏アロハ
完全告知・純A（284or96
枚）

96%～108.9% 6/24 ¥198,000
ﾘｰｽあり 全日遊連と共同 元祖ﾊﾈｽﾛ／ﾗｰﾒﾝ

王／NEO花伝説

銀座 うる星やつら

10ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ液晶・ﾂｲﾝBB
（448or351枚） 96%～108％ 5/13 4/4 418000(▲58000～)

ﾅｲﾄﾗｲﾀﾞｰ／ｼﾃｨｰﾊ
ﾝﾀｰ／おり姫は告
知がお好き

パイオニア アロアロ/Ｐ５ＮＳ

藤興
男気祭野郎ＡＲ
ハイアットマーズ

ソフィア
スロット春夏秋冬
AR

ﾄﾛｰｼﾞｬﾝ ハイサイネオ

アトム
パチスロアッコの
ミラクルワールド

ＤＡＸＥＬ メンメンメン
パレス興業 テスト導入中 卑弥呼伝説

ﾈｲﾁｬｰ
ｱｾｽﾒﾝﾄ

ｷﾝｸﾞｻｺﾞｼﾞｮｳ/ﾊﾞ
ﾐｭｰﾀﾞ/ｻｻﾞﾝﾄﾞﾘｰﾑ

アルチザン 天下統一
オルカ 一枚掛け

中京遊機 信長列伝
スパイキー パチッテスロット
ｱｽﾜﾝ東京 ナンゴク姉妹

トビー インディペンデン
Ｐ－ＣＵＢＥ イージス

エンター
プライズ

モンスターパラダ
イス

船井総研 満開花桜
エール 戦慄ＤＤ

デージー デジパラダイス

次回返却契約で、次機種以降26万（3週間前返
却だと24万）

【期間限定割引】▲58000（5月～10月末納品）【台数加算値
引】ﾘﾝｸﾞにかけろ以降購入台数10台未満▲10000・10～20台
▲20000・20～30台▲30000・30～40台▲50000・40～50台
▲65000・50台～▲80000【現金一括値引】▲10000（納品翌
月末まで銀行振込）


