
遊技場関連機器
・景品保管庫　・景品読取機　・現金払出機　・景品電卓　・紙幣計数機
景品関係
・アクセサリー　・シャープ芯　・筆記具景品

■ 主要商品

遊技場関連機器Amusement park equipment

商品に関するお問い合わせはこちらから
特機推進室

エモーショナルな空間を創造する次世代景品保管庫

受付時間：9:00 ～17:00（土日・祝日は除く）

■ 景品保管庫



・偽景品、他店舗の類似景品の判別が短時間で
　確実にできるようになります。
・景品交換所で担当者が交代しても現金払出機
　で個別および累計の景品買い取り数、現金の
　管理ができます。
・４景品、手数料にも対応。

■ 景品読取機・現金払出機・紙幣計数機



・景品数を入力すると合計金額を自動計算、景品数と合わせて表示します。
・景品単価は１円単位で設定可能。手数料にも対応。
・一日の集計データの表示が可能。別売りのプリンタなら印字もできます。

・ペーパードロップイン機構によりロール紙のセットが簡単。
・上部カバー全体が開くため、メンテナンスや用紙詰まりの処置も簡単です。

■ 景品電卓

■ プリンタ（別売り）



景品関係 Premium relations

F100S
１,２００円（税込）

品番：８８-４７９３-０００
材質：ステンレス
本体サイズ： ２４.８×８.６㎜（最大値）
本体重量：０.４ｇ
包装単位：小箱１ケ入り

FK103-14G
６,５００円（税込）

品番：８８-４７９１-０００
材質：１４金
本体サイズ：２３.１×８.２㎜（最大値）
本体重量：０.４ｇ
包装単位：小箱１ケ入り

F100K
６,０００円（税込）

品番：８８-４７９２-０００
材質：ステンレス /２４金メッキ仕上げ
本体サイズ：２４.８×８.６㎜（最大値）
本体重量：０.４ｇ
包装単位：小箱１ケ入り

F４K-ＰG
１,３２０円（税込）

品番：８８-５０７７-０００
材質：ステンレス /ＩＰピンクゴールド
本体サイズ：２２.８×８.６㎜
本体重量：０.４ｇ
包装単位：小箱１ケ入り

F7
１,７００円（税込）

品番：１４-３００１-０００
材質：ステンレス / 金メッキ仕上げ
本体サイズ：２０.６×４.２㎜（最大値）
本体重量：０.２ｇ
包装単位：小箱１ケ入り

F4S
840 円（税込）

品番：８８-４７９４-０００
材質：ステンレス
本体サイズ：２２.８×８.６㎜（最大値）
本体重量：０.３ｇ
包装単位：小箱１ケ入り

STERIA Anchortop＆Pendanttopステリア アンカートップ＆ペンダントトップ

■ アクセサリー



F5S
320 円（税込）

品番：８８-４７９５-０００
材質：ステンレス
本体サイズ：１６.３×４.６㎜（最大値）
本体重量：０.２ｇ
包装単位：小箱１ケ入り

ケネディコイン
8,400 円（税込）

品番：88-7971-000
材質：真鍮／２４金メッキ仕上げ
本体サイズ：Φ17.2mm（最大値）
本体重量：0.8g
包装単位：小箱1ヶ入り

エリザベスコイン
8,400 円（税込）

品番：88-7969-000
材質：真鍮／２４金メッキ仕上げ
本体サイズ：Φ17.2mm（最大値）
本体重量：0.8g
包装単位：小箱1ヶ入り

STERIA Goldtop
8,856 円（税込）

品番：88-4884-000
材質：真鍮／金メッキ仕上げ
本体サイズ：11×11.5mm（最大値）
本体重量：0.7g
包装単位：小箱1ヶ入り

STERIA Silvertop
1,814 円（税込）

品番：88-4885-000
材質：真鍮／銀メッキ仕上げ
本体サイズ：11×11.5mm（最大値）
本体重量：0.7g
包装単位：小箱1ヶ入り

STERIA Bronzetop
864 円（税込）

品番：88-4886-000
材質：真鍮／塗装仕上げ
本体サイズ：11×11.5mm（最大値）
本体重量：0.7g
包装単位：小箱1ヶ入り

STERIA Pendanttopステリア ペンダントトップ



シャープペンシル替芯　赤
8 本入   ･･･120 円（税込）  20 本入 ･･･300 円（税込）
16 本入 ･･･240 円（税込）  22 本入 ･･･330 円（税込）
18 本入 ･･･270 円（税込）  24 本入 ･･･360 円（税込）
本体サイズ：68×13.5×6mm
本体重量：8 本入　3.6g
16 本入 3.7g
18 本入 3.7g
20 本入 3.7g
22 本入 3.7g
24 本入 3.8g
包装単位：小袋10 ケ入り

■筆記具景品
Colored Leadsシャープペンシル替芯

METALINO-MATメタリーノ－マット



ホール様向け端玉賞品の筆記具セットとなります。 品種は４種類、 アイテム数では１５アイテムまで
揃えることができ、 省スペースでの賞品の取り揃えに役立ちます。
筆記具は生活必需品ともいえ、 誰にでも選ばれる上、 家族や友人にあげても喜ばれるアイテムです。

①ニードルラインBP セット

商品名 セット本数 セット定価 カラー 本数 定価 一梱入数

②インディー GOGOノックBP
　セット

③フェアラインミルクBP セット

④フェアラインクリップ BP
　セット

⑤ルミライナーコンビ　
　蛍光ツインマーカー セット

50 本 2,160 円（税込） ブラック 50 本 43円（税込） 10セット

50 本 2,160 円（税込） ブラック 50 本 43円（税込） 10セット

50 本

40 本

4,320 円（税込） ブラック
ピンク
ブルー
バイオレット
グリーン
オレンジ

10 本
5 本
10 本
5 本
10 本
10 本

86円（税込） 10セット

4,320 円（税込）

40 本 5,184 円（税込）

ブラック
レッド
ブルー
グリーン
オレンジ

10 本
5 本
10 本
10 本
5 本

108 円（税込）

130 円（税込）

10セット

10セットイエロー＆ピンク
オレンジ＆グリーン

20 本
20 本

Variety set バラエティセット



特機推進室
〒130-0022 東京都墨田区江東橋４-２６-５　東京トラフィック錦糸町ビル５Ｆ
TEL 03 （3846） 2916 （直通）
大阪支店
〒536-0021　大阪府大阪市城東区諏訪１-２-２０　ＪＭ５９／Ａ棟
TEL 06 （6962） 1099 （代表）
九州支店
〒812-0016　福岡県福岡市博多区博多駅南３-１３-２７／ TEL 092 （441） 6701 （代表）
東日本サービスセンター
〒349-0135　埼玉県蓮田市井沼４７８-１／ TEL 048 （766） 3300 （直通）
西日本サービスセンター
〒737-0883　広島県呉市天応西条２-１-６３／ TEL 0823 （38） 0878 （直通）
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■ 事業所案内

商品に関するお問い合わせ・導入を検討始めたい方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

受付時間：9:00 ～17:00（土日・祝日は除く）

特機推進室

商品に関するお問い合わせ


