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安全にお使いいただくために必ずお守りください

●ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
●表示と意味は次のようになっています。

警告

注意

警告

警告表示の意味

△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容が描かれています。

○に斜線は、してはいけない事項（禁止事項）を示す記号です。
○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。

●は、しなければならない行為を示す記号です。
●の近くに、具体的な指示内容が描かれています。

絵記号の意味

注意

電源は交流100Ｖを使用すること

交流100Ｖ以外を使用すると、火災、感電の原因になります。
交流100Ｖ使用

強　制

コードを傷めない

電源コードや差込みプラグを、無理に曲げたり、引張ったり、ねじたっり、
束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないこと
破損し火災・感電の原因になります。

使用禁止

禁　止

使用禁止

禁　止

禁　止

禁　止

電源コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差込みががゆるいときは
使用しないこと

火災・感電の原因になります。傷んだときは当社までご連絡ください。
プラグを抜く

プラグを抜く

プラグを持って抜く

電源プラグ
を抜く

お手入れのときは差込みプラグをコンセントから抜くこと
また、ぬれた手で抜き差ししないこと
差し込んだままお手入れすると、感電の原因になります。前面パネルを取り外す前に、
差込みプラグをコンセントから抜いてください。

浴室など、水分や湿気の多い場所では、本製品は使用しないでください

漏電し火災・感電の原因になります。
水場での
使用禁止

電源製品の内部やケーブル、コイン、周辺機器コネクタ類に小さなお子様の
手が届かないように機器を設置してください

けがをする危険があります。

差込みプラグのほこりなどは定期的にとること
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

煙や火花が出たり変な臭いや音がしたら、ＡＣコンセントからプラグを抜いて
ください
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。
当社までご相談ください。

本体の上や近くに水や液体の入った容器を置かないこと

転倒した時などに水や液体が内部に入り、火災・感電の原因になります。

腰掛けたり乗ったりしないこと
落ちたり転倒したりして、けがをする原因になります。

長期間、使用しないときは、差込みプラグをコンセントから抜くこと

絶縁劣化により火災・感電の原因になります。

ヘアースプレーやシンナーなどの可燃性ガスをかけたり、
近くに置いたりしないこと

火災・爆発などの原因になります。

機械油など油成分が浮遊している所では使わないこと

落下によりけがをする原因になります。

差込みプラグをコンセントから引き抜くときは、コードを持たずに
先端の差込みプラグを持って引き抜くこと
コードを持って抜くとコードが破損し、火災・感電の原因になります。

次の場所には設置しないでください。
感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を及ぼすことがあります。
●強い磁気が発生するところ（故障の原因となります）

●静電気が発生するところ（故障の原因となります）

●震動が発生するところ（けが、故障の原因となります）

●平らでないところ（転倒したり、落下して、けがの原因となります）

●直射日光が当たるところ（故障や変形の原因となります）

●火気の周辺、または熱気がこもるところ（故障や変形の原因となります）

●漏電の危険があるところ（故障や感電の原因となります）

●漏水の危険があるところ（故障や感電の原因となります）

強　制

改造禁止

改造はしないこと
火災・感電・けがの原因になります。

分解・修理禁止

修理技術者以外の人は分解、修理（※）をしないこと
火災・感電・けがの原因になります。
※修理は当社までご連絡ください。

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、
使用者が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示の注意事項を守らないと、使用者がケガをしたり、物的損害の発生が考えられる
内容を示しています。
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初期不良の場合

実機の処分について

もしも初期不良の場合はまずは速やかに当社までご連絡下さいませ。迅速に対応・修理の方させて頂きますのでご安
心下さい。但し，初期不良の場合は保障対象期間は７日以内となっておりますので、ご注意下さいませ。
　尚、返送の可能性がございますので、到着してから７日以内はダンボールを捨てないようお願い致します。その場合
、お手数ですが付属品を除いた状態（実機本体のみ）を配達してきた業者に返送手続きをして頂き，当社まで送って
頂く事になります。(→詳しくはＰ６．返品とアフターフォローをご覧下さい）

実機（パチンコ台）がご不必要になった場合、絶対に不法投棄はしないで下さい。実機は産業廃棄物扱いとなりますの
で、お近くの産業廃棄物取り扱い業者に引き取って頂くか、当社までご連絡して下さいませ。

この度は弊社のパチンコ台実機をご購入して頂き誠に有難うございます。
商品を安全かつ正しくご利用して頂く為に、必ずご使用前に、この取り扱い説明書をご一読お願
い致します。

　当社、当店で販売しております中古パチンコ台は、特定の知識を有する人間が特定の場所で取り扱うことを前提に
製造されたモノであり、また実際に使用されたものであります。従って、一般の方（未経験者）には取り扱いの上で戸
惑いを感じる方もいらっしゃると思いますが、それらをサポートする為に取り扱い説明書を作成し、付属させておりま
す。使用方法等でご理解頂けない点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
　また、パチンコ台に関しましては、中古品である為、汚れやキズ等がありますが、何卒、その旨御了承下さいませ。
----------------------------------------------------------------------------------------------
　パチンコ台のお手入れについてですが、実機は精密機械ですので湿気やホコリを嫌います。特にパチンコ球自体
と、通路部分はゴミやホコリが溜まりやすく故障の原因となりますので、こまめな清掃等宜しくお願い致します。尚、水
洗いや油のご使用は故障の原因となりますので、絶対にお止め下さい。         

　パチンコ台は製品の性質上、もともと設置に関して安全面の配慮がされておりません。ご家庭での設置に十分配
慮を頂きますようお願い致します。（非常に重量のある製品ですので転倒にはくれぐれもご注意下さいませ。）
　また、木製部分のささくれや金属部分の鋭利な部分には十分注意をお願い致します。
特に小さなお子様がいらっしゃる場合は、台の安定性はもちろんの事、パチンコ球・周辺機器等はお子様の手の届
かない場所に保管して頂きますようお願い致します。

実機（パチンコ台）は長時間の使用にも耐えるように設定されておりますので、コンピューター部分（基盤）に致命的
なエラーや障害は発生する事はほとんどありません。
発生したエラー等は、ほとんどの場合、故障ではなく簡単な原因排除で回復可能です。
一度この取り扱い説明書をご一読頂き、また分からない点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

パチンコ遊戯機器取り扱い説明書

ご使用にあたって

パチンコ台の設置について

パチンコ到着時に確認して頂きたいこと

中古パチンコ台のトラブルに関しまして

　パチンコ台が到着しましたら、ご遊戯を始められる前に、一度パチンコ実機内部のコネクター類がきちんと接続され
ているかお調べ下さいますようお願い致します。発送時は全て配線を確認して出荷しておりますが、運送中にトラック
の振動などにより、コネクター類が外れてしまう場合があります。
電源が入らない・玉が飛ばない・エラー表示が出るなど、正常に遊戯出来ない場合は、再度コネクター類を確認して
頂きますようお願い致します。
コネクター類の抜き差しは、必ず電源をＯＦＦにしてから行ってください。電源をつけたまま行ないますと故障の原因
になる恐れがあります。
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パチンコ裏側

パチンコ表側

パチンコ各部名称説明

１ 液晶画面

２ スタートチャッカー

３ アタッカー

４ 上皿
パチンコの球はこちらに入れて頂きます。ただし皿が満タンになるまで玉を入れないでくださ
い。玉詰まりの原因となります。

５ 灰皿

６

ドアキー
ガラス扉・前扉の共通キーです。左へ９０度回すとガラス扉のみが開きます。

７

上皿着脱フック
ガラス面を開けて頂くと、上皿を丸ごと取外しするためのフックが中にあります。
上皿内部を清掃する際に開けてください。

８

９

ハンドル１０

３

パチンコ台、付属品

パチンコ台本体

パチンコ球

パチンコ用ドアキー

×　１台

×　５００個

×　１個

１

１

２

３

４

５

１０

９

８

５

４

※こちらは一例となります。
　　機種によって、パーツの位置関係が変わってきますがご了承ください。

本製品がお手元へ届きましたら、まず左記のセット内容が揃っているかどうかをお確かめください。
循環加工を施したパチンコ台の場合、パチンコ球は本体内部に同梱しております。

６　　

※ガラス扉
　　内部

無段階ボリューム・・・内部
スピーカーの数分、ガラス扉の内部に取り付けられております。
詳しくは本冊子の４ページをご覧ください。

枠情報基盤
（集中端子基盤）
パチンコ用のデータカウンターのコネク

タを接続する部分です。外部端子基盤

の形状や位置などは、メーカーに依存

しますので、右図のような形状のもの

をお探しください。

５ 枠制御基盤
エラーの種類が記述されており、リセッ

トボタンなどがあります。（存在しない

台もございます）

基盤の形状や位置などはメーカーに依

存しますが、大体右図のような形をし

ています。

１ 賞球タンク
払出し用の玉をこちらに入れて頂きます。満タンにしておき、随時注ぎ足してください。

循環式の場合には使用致しませんので、球は入れなくて結構です。

２ 電源スイッチ

４ コンセントプラグ

７

無段階ボリューム

ガラス

CRアダプタ

×　スピーカーの数に応じて

×　１枚

×　１個（裏面に装着）

下皿
下部にあるレバーをスライドさせると、下皿の球を直下に抜く事が出来ます。

通
常

リセットスイッチ

エラー表示

２

３
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パチンコのゲーム音量を調節するための『無段階ボリューム』は、
パチンコガラス扉内部の、各スピーカーに一個ずつ取り付けられ
ています。（機種によって位置と数は異なります）ガラス扉は、ドア
キーを左へ回すと開きます。

スピーカーに程近い場所に、ネジの様な器具（左図　　　）が付いて
います。これの先端（つまみ）を左右に回して頂くと、細かい音量
調節が可能です。
時計回りに回すと音が小さくなります。

また消音はスピーカーから出ている配線を辿っていくとコネクター
（配線の先端部分）がありますので、そちらを外すと完全に消音に
なります。

音量調節の仕方

１０日に一度くらいの頻度で、球・上皿・セル版の清掃を行って頂きますと、汚れによるトラブルの頻発を防ぐことがで
きます。

【実機本体】
硬く絞った濡れ布巾などで、ホコリやゴミを取り除いてください。※電子機器部分には絶対に水がかからないように、
ご注意ください。内窓の釘部分には、市販のサビ予防スプレーなどを振りかけ、乾拭きされる事をお勧め致します。

【球】
上皿にかかっている蓋を留めているネジをドライバで取り外して頂き、中から球を取り出してください。布巾などで乾
拭きをお願いします。市販のサビ予防スプレーなどもご利用頂くと、多少寿命が延びます。※鉄製ですので、水気を
含む布巾などでは拭かないでください。

パチンコ台の清掃について

小

大

ボリューム

コネクタ
※外すと消音

スピーカー
※サミーの『北斗の拳』の場合の例です

パチンコの起動～プレイまで

パチンコ台を平らな安定した場所に置いてください。

配送中の振動で配線が緩んだり抜けたりする事がございますので、電源を入れる前に基盤周辺のコネク
タの挿し込みをご確認ください。

家庭電源用のトランスを取り付けておりますので、そのまま電源プラグをコンセントに挿し
込み、メインスイッチをONにして電源を入れてください。

パチンコ台裏面のOUT出玉出口に球箱を置き、パチンコ台上部の賞球タンク（払い出し用）に玉を満タン
に入れてください。（随時補充）

パチンコ台前面の上皿に玉を入れ、パチンコ店と同様にご遊戯ください。

各スピーカーの近くにあるボリュームを回す事で、音量調節が可能です。
（スピーカー一つに対してボリュームが一つずつ付いています）

通常仕様のパチンコの場合（循環式ではないもの）

循環式のパチンコの場合

通常仕様のパチンコと同様に、平らな安定した場所に置いて頂き、電源スイッチを入れて頂くだけで
プレイ開始となります。

１：

２：

３：

４：

５:

６：
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トラブルシューティング

１　：　球が打てなくなってしまった場合は？

パチンコ台がお手元に届きましたら、一度必ず、各配線類が外れたり切れたりしていないかをご確認ください。
ご確認頂いた上で、なおご不明な点がございましたら、下記Ｑ＆Ａを参考にして対処してください。

　　　　　　　　　　※コネクタ、配線の抜き差しは必ず電源を切った状態で行ってください。
　　　　　　　　※下記を試して頂いても修復できない場合は、特殊エラー、部品の交換が必要の場合がございますので、　別途お問い合わせください。

以下のことをご確認ください。
　①賞球タンクに払出し用の球が入っている事をご確認ください。賞球タンクには、随時球を補給してください。
　②タッチ調整が弱い可能性があります。
　③CR機の場合、CRアダプタがきちんと取り付けられているかをご確認ください。
     パチンコ裏面に、初期装備として装着されています。（右図参照）
④循環式の場合は、パチンコ台を斜めに傾けるか、細い棒のようなもので球の
　　通路を突っついてみてください。

２　：　払出しが起きない場合は？

以下のことをご確認ください。
　①賞球タンクに払出し用の球が入っている事をご確認ください。賞球タンクには、随時球を補給してください。
　②払出し用の球が通過するレール上でコックが引っかかっていないかどうかをご確認ください。
　　　コックが下がっている場合、手で直接上げて解除してください。
　③CR機の場合、CRアダプタがきちんと取り付けられているかをご確認ください。

３　：　液晶画面にエラー表示が出る場合は？

以下のことをご確認ください。
　①アタッカー内に球が詰まっていないかどうかをご確認ください。
　②裏面にある基盤のいずれかのコネクタが外れている、もしくは緩んでいる可能性があります。
　　　コネクタ類全般をお確かめください。
　③パンクした場合、Vゾーンに球を入れてみてください。

CRアダプタ

４　：　使用電圧の関係で、そのまま使うと故障したりしませんか？

弊社からご提供しておりますパチンコ台には、電圧１００V用の電源（家庭用電源）でご使用頂けるように、トランスを初期装備
しております。一般家庭の電源で、そのままご利用可能です。

５　：　ゲームの音（ボリューム）を調整したいのですが？

ゲームのボリューム調整は、各スピーカーのすぐ近くに一つずつ“無段階ボリューム”という小さいつまみが設置されていますの

で、裏面の各スピーカーをご覧ください。

⇒詳しくは本書４ページをご覧ください。

６　：　パチンコ台の難易度の設定が出来ないのですが？

近年のパチンコ台（役6年以内）には、内部で行うような設定変更機能は搭載されていません。
主に釘の角度によって、当りが多いか少ないかが左右されます。



-６-

￥
現金・カード
支払いＯＫ!

店舗販売
営業時間

土･日･祝日も営業！

懐かしい台から最新機種など常時在庫1980台が、お客
様をお待ちしております。
もちろん、試し打ちもできます！ご自分で見て触ってお
選び下さい！！スタッフ一同、お待ち致しております。

店舗限定販売

訳ありメダルの激安販売

種類がバラバラのメダルを、お安く販売致します！！
銘柄が違うだけでご遊戯に支障はございませんので、
是非ご利用下さいませ！！

♪

look

touch

名神高速

(販売終了)
(店舗閉店)

10:00～18:30
～19:00

〒660-0805
兵庫県尼崎市西長洲町２丁目１４－１４

店

内

舗

案
TEL:06-4868-5380 FAX:06-4868-5381

阪神尼崎駅で下車頂いて北に徒歩５分
１３号線沿いの平安祭典の交差点を右折して頂いてすぐになります。

それではこの他、何か分からない事等

ございましたら、お気軽にお問い合わせ

下さいませ。スタッフ一同、心よりお待ち

しております。

株式会社　ビッグソリューション
兵庫県尼崎市西長洲町２丁目１４－１４

TEL：０６－４８６８－５３８０　FAX：０６－４８６８－５３８１

WEB本店ホームページ ： http://www.big-slot.com/

メール ： info@big-slot.com

楽天市場店ホームページ ： http://www.rakuten.co.jp/slot/

BIG-SLOT携帯サイト ： http://www.big-slot.com/m/

ホールでまだまだ稼動中の台や、大人気で
中古市場に出ていない機種などお取り寄せ
できます。

取
寄

お取り寄せ出来ます！！
当社ホームページ（www.big-slot.com)から、
もしくはお電話にてご予約を承っております。
キャンセル前提にて承っておりますので、お
気軽にご登録下さいませ！！

予
約

ご予約承ります！！




