
（ １ ）

安全上のご注意
必ずお使いになる前に
この 「安全上のご注意」 をよくお読みいただき、 正しくお使いください。

ここに示した注意事項は
本製品を安全にお使いいただき、 あなたや他の人々への危害や損害を未然

に防止するためのものです。 また、 注意事項は誤った取り扱いをすると生じる

ことが想定される内容を、 危害や損害の大きさと切迫の程度ごとに区分して

います。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、 必ずお守りください。

記号についての詳しい説明は下記のとおりです。 内容をよく理解してから、
本文をお読みください。

警告

注意

この表示を無視して、 誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重

傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、 誤った取り扱いをすると、 人が傷害を負う可能

性または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

この記号は、 警告 ・注意を促す内容を告げるものです。 図の中に具体的な注意内

容 （左図は一般的な注意） が描かれています。

この記号は、 禁止の行為があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容

（左図は分解禁止） が描かれています。

この記号は、 行為を禁止したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示

内容 （左図は一般的な行為の指示） が描かれています。

※お読みになった後は、 お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

記号の意味



（ ２ ）

警告 (WARNING)
交流１００Ｖ以外での使用禁止

定格以外の電圧で使用すると感電や火災の原因になります。

定格３Ａ以上のコンセントを単独で使用する

他の器具と併用するとコンセントが異常発熱して火災の原因になります。

電源プラグは、 ほこりが付着していないか確認し、 がたつきのないよう
に電源プラグを根元まで確実に挿し込む （定期的に掃除する）
ほこりが付着したり、 接続が不完全な場合は感電や発熱 ・ 火災の要因になります。

引っ越し等の移動や設置および取り付けの際は、 十分な安全を確保で
きる人数 （２名以上） で行ってください。
落下してケガの原因および財産を損傷するおそれがあります。

分解や修理をしない
火災 ・ 感電 ・ ケガの原因になります。 お客様相談窓口に修理を依頼してください。

本製品のドアは開かないようになっています。 無理矢理、 ドアを開けないでください。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因になります。

就寝中や外出中は電源をＯＦＦ

長時間の電源立ち上げは発熱や故障の原因となります。

電源コードの途中での接続、 延長コードの使用、 他の電気器具との
タコ足配線はしない
感電や発熱 ・ 火災の原因になります。

電源コードは折ったり、 束ねたり、 引っ張ったり、 重いものをのせたり
加熱や加工したりしない
電源コードが破損して、 感電や発熱 ・ 火災の原因になります。



（ ３ ）

注意 (CAUTION)

持ち運ぶときは、 取っ手を持つ

本製品の 「取っ手」 を持たずに持ち運ぶと手をすべらせて、 落下の原因になりケガを
するおそれがあります。

本製品に水をかけない
また、 湿度の多い場所 （浴室や屋外） では使用しない
水などがかかると、 本製品の内部に浸透して、 絶縁劣化による感電や漏電火災の
原因になります。 また、 誤動作の原因になります。

電源プラグをコンセントから抜くときは電源プラグを持って抜く
電源プラグをコンセントから抜くときは、 コードを持って抜かないでください。

火災や漏電の原因になります。

使用しないときは、 電源プラグをコンセントから抜く

ケガや火傷の原因になり、 絶縁劣化による感電 ・ 漏電火災の原因になります。

お手入れは本製品が冷めてから行う
本製品をお手入れするときは、 電源プラグをコンセントから抜いて、 本製品が冷めているこ

とを確認してからおこなってください。 感電や漏電火災の原因になります。

リール回転中に本製品を動かしたり、 電源を停止させたりしない

故障や破損の原因になります。

本製品に物をのせない

本製品の上に物をのせないでください。 本製品が変形 ・ 変質し、 感電や漏電

火災の原因になります。

本製品をアルコール類で拭かない

本製品を拭く場合は、 乾拭きか、 水をよく絞ったタオル等で拭いてください。

アルコール類で拭くと、 変色や変更するおそれがあります。

長時間にわたって、 同じ光を凝視しない

光を長時間見つめると、 眼に悪い影響を与えるおそれがあります。



（ ４ ）

使用前の準備
梱包品の確認
次のものがすべて入っているか確認してください。

万一、 不足しているものや損傷している物がありましたら、 直ちにご相談

窓口 （P.10） にご連絡ください。

遊技機本体

トランス

（スイッチ付き電源プラグ）

「安全上のご注意」 冊子 （本紙） 「遊技機取扱説明書」 冊子

PSDU0001
Serial No. トランスから赤い電源コードと白い

電源コードを外さないでください。

（ １ ）

安全上のご注意
必ずお使いになる前に
この 「安全上のご注意」 をよくお読みいただき、 正しくお使いください。

ここに示した注意事項は
製品を安全にお使いいただき、 あなたや他の人々への危害や損害を未然に

防止するためのものです。 また、 注意事項は誤った取り扱いをすると生じる

ことが想定される内容を、 危害や損害の大きさと切迫の程度ごとに区分して

います。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、 必ずお守りください。

記号についての詳しい説明は下記のとおりです。 内容をよく理解してから、

本文をお読みください。

警告

注意

この表示を無視して、 誤った取り扱いをすると、 人が死亡または

重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、 誤った取り扱いをすると、 人が傷害を負う

可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

この記号は、 警告 ・ 注意を促す内容を告げるものです。

図の中に具体的な注意内容 （左図は一般的な注意） が描かれています。

この記号は、 禁止の行為があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容 （左図は分解禁止） が描かれています。

この記号は、 行為を禁止したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容 （左図は一般的な行為の指示） が描かれています。

※お読みになった後は、 お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

記号の意味

遊技機

取扱説明書

遊技機

取扱説明書

本製品は、 遊技機をゲームとして楽しむものであり、 賭博に供するものでは

ありません。

（ １ ）（ １ ）

遊技機

取扱説明書

※本製品の注意事項
本製品は、 遊技機をゲームとして楽しむものであり、 賭博に供するものでは

ありません。



（ ５ ）

使用前の準備
使用場所について
本製品の設置に関して、 下記の注意事項をよく読み設置をお願いします。

床面に対して垂直置きになるように設置してください。１．

不安定で傾いた場所に設置した場合、 本製品の転倒により、 人や所有

物への危害、 本製品故障の原因となります。

地震等の揺れで倒れないための備えをしてください。２．

じゅうたんや畳、 塩化ビニール製の床材の場合は、 床材の上に補強用３．

の板を敷いてください。

コンセントが背面側にあるときに振動音や壁の変色 ・汚れ、 湿気が気４．

になるときは、 本製品を壁から離して （３０ｃｍ以上） ください。

本製品の上面に物を置かないでください。 本製品の上面に物を置いた５．

場合、 人や所有物への危害、 本製品の故障の原因となります。

ホットカーペットや床暖房等への設置は、 おやめください。６．

ホットカーペットや床暖房等及び本製品の故障の原因となります。



（ ６ ）

矢印方向が正面 右側面を開く 付属品を取り出す

取っ手を確認 本製品を引き出す 緩衝材を外す

使用前の準備
箱から取り出す
本製品を箱から取り出すときは、 十分なスペースを確保してから、 箱から取り

出すようお願いします。 また、 必ず２名以上で作業してください。

なお、 本製品とトランス等が入った中の段ボールは重量があるので、 足などを

挟まないよう十分注意してください。

※運搬する場合は、 本製品が入っていた梱包箱と緩衝材をご使用ください。

【箱から取り出す際の注意】 の貼ってある面 （右側面） の中央のガムテープ

をはがし、 中の発泡スチロール、 トランスの入った段ボールを取り出します。

【取っ手】 シール下の取っ手をつかみ、 本製品を引き出してください。

本製品を取り出した後、 下部に巻いてあるビニール、 エアキャップ、 レバー

キャップを順に外してください。 また、 梱包箱と緩衝材等は保管してください。



（ ７ ）

使用前の準備
電源をつなげる
下記の手順を守って、 電源コードを接続してください。

必ずプラグ側をしっかりつかみ作業を行ってください。

がトランスに付いていることを確認してください。

電源コードを本製品につなげる前に、 「赤い電源コードと白い電源コード」１．

本製品の電源コード差し込み口へ電源コードを取り付けてください。２．

ンセントに差し込んでください。
電源スイッチがＯＦＦ（切） であるのを確認し、 電源用プラグを家庭用コ３．

電源スイッチをＯＮ（入） にすると本製品に電源が入ります。４．

トランスから赤い電源コードと白い

電源コードを外さないでください。

接続ミスは、 本製品が故障します。

本製品背面

電源コード

電源コード差し込み口

ＯＦＦ（切） を確認

スイッチをＯＮ（入）

コンセントへ



（ ８ ）

故障かな？
故障かな？と思ったら

症　状 処　置

電源スイッチをＯＮにしても電源がはいらない

本製品の電源コードの接続確認をしてください

トランスとの接続確認をしてください

家庭用コンセントの接続確認をしてください

スタートレバーを操作してもリールが回らない

下記ご相談窓口よりご連絡ください。

リールの挙動がおかしい

メイン ・サブ液晶が映らない

スピーカーから音がでない

ＰＵＳＨボタンがきかない

十字キーを操作しても音量が変化しない

ドアＬＥＤ、 下パネルが点灯しない

メイン液晶にファン異常が表示される

７セグが表示しない
７セグの表示がおかしい

使い方 ・ お手入れ ・修理に関するご相談窓口

サミー商店オンライン 「お問い合わせ」 フォームをご利用の上、 ご連絡ください。 

https://www.sammy-shop.com/InquiryInput.jsp



（ ９ ）

本製品を破棄するとき
本製品を破棄するとき
当社は資源有効利用促進法に基づき、 回収 ・ リサイクルシステムを構築し、

積極的に資源の有効利用につとめています。 

回収 ・ リサイクルのお見積り ・ お申し込みについては、 ご相談窓口 （P.10）

までご連絡ください。



（ １０ ）

保証 ・ アフターサービス
保証 ・ アフターサービス
本保証期間中は、 保証書に従って保証いたします。

保証期間終了後は、 検査をして本製品の機能が維持できると当社が判断した

場合は、 ご要望により修理に関するお見積もりを行います。 当該お見積内容

にご承諾後、 修理を行います。

お見積もり料金は、 以下の内容となります。

　（技術者の人件費、 技術教育費、 測定器等 設備費、 一般管理費など）

・ 部品代

　（修理に使用した部品代金）

・ 梱包 ・ 輸送料

お見積りの連絡後又は修理後、 お客様からの回答がなく、 6 ヶ月経過した本

製品をお引き取りいただけなかった場合、 当社にて処分いたします。

・ 技術料

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて
当社は、 お客様のご相談対応や修理対応などに個人情報を利用させていただ

いた場合、 個人情報保護ポリシーに従って適切に管理いたします。 個人情報

保護ポリシーは下記ＵＲＬに記載しております。

（https://www.sammy-net.jp/privacypolicy/）

使い方 ・ お手入れ ・ 修理に関するご相談窓口

サミー商店オンライン 「お問い合わせ」 フォームをご利用の上、 ご連絡ください。 

https://www.sammy-shop.com/InquiryInput.jsp



（ １１ ）

保証書

本保証書は、 本製品をお客様がお買い上げの日から１年の間 （保証期間内）

に故障が発生した場合には、＜無料修理 ・交換規定＞に基づき、 無料修理

又は交換を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日、 シリアルナンバー、 故障内容 （できるだけ具体的に）、 お

客様のご住所、 お名前、 ご連絡先を記入のうえ、 ご相談窓口 （P.１０） に、

お問い合わせください。

なお、 ご記入いただきたました個人情報は、 個人情報保護ポリシーに従って

適切に管理いたします。 個人情報保護ポリシーは下記ＵＲＬに記載しております。

（https://www.sammy-net.jp/privacypolicy/）

シリアルナンバーは筐体の下皿正面に 【ＰＳＤＵ****】 と記載されております。

(**** は数字の連番 )

※

保証書

本製品

お客様

故障内容

（メモ）

シリアルナンバー※

お買い上げの日

ご住所

お名前

電話番号

メールアドレス



（ １２ ）

無料修理 ・ 交換規定

取扱説明書、 本製品貼付のラベル等に従った使用状態で、 お買い上げの日

から１年以内 （保証期間内） に故障した場合には、 当社の判断において無料

修理又は交換をいたします。

なお、 当該対応をご依頼になる場合には、 ご相談窓口までお申し付けください

（サミー商店オンライン 「お問い合わせ」 フォームをご利用の上、 ご連絡ください。

https://www.sammy-shop.com/InquiryInput.jsp） 。

１．

保証期間内であっても、 次の場合には原則として有料にさせていただきます。

①　使用上の誤り及び不当な修理や改造並びに分解による故障および損傷

②　お買い上げ後の取付場所の移設、 輸送、 落下などによる故障および損傷

③　火災、 地震、 水害、 落雷、 その他の天災地変、 公害や異常電源などに

     よる故障および損傷

④　車両、 船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷

⑤　接続している他の機器に起因して、 本製品に生じる故障および損傷

⑥　一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷

⑦　お買い上げの製品が、 使用後に有償無償を問わず譲渡されたもの （中古

     品） であった場合

⑧　本保証書の提示がない場合

⑨　無料修理のご相談に際して、 お買い上げの日、 品番、 故障内容、 お客様

     のご住所、 お名前、 ご連絡先の記載のない場合、 並びに字句を書き替え

     られた場合

２．

修理又は交換のため、 本製品の移動 （お客様から当社指定場所への移動及

び当社からお客様指定場所への移動） に要する費用は、 お客様のご負担とな

ります。 ただし、 お客様が本製品を受領した以後７日以内に、 第２項の場合を

除き、 本製品の故障などにより修理又は交換のための本製品の移動に要する

費用は、 当社が負担いたします。

３．

本保証書は、 日本国内においてのみ有効です。４．

無料修理 ・ 交換規定



遊技機

取扱説明書

遊技機

取扱説明書

本製品は、 遊技機をゲームとして楽しむものであり、 賭博に供するものでは

ありません。 また、 ご利用の方法によっては、 風営法の規制対象になります

のでご注意ください。

（ １ ）（ １ ）

遊技機

取扱説明書

※本製品の注意事項
本製品は、 遊技機をゲームとして楽しむものであり、 賭博に供するものでは

ありません。 また、 ご利用の方法によっては、 風営法の規制対象になります

のでご注意ください。



（ ２ ）

PSDU0001
Serial No.

上部スピーカー

ドアＬＥＤ

リール

ストップボタン

上部スピーカー

サブ液晶

スタートレバー

メイン液晶

ＰＵＳＨボタン

下部スピーカー

シリアルナンバー

下部スピーカー

下パネル

十字キー１ＢＥＴ

ＣＲＥＤＩＴ７セグ

ＯＵＴボタン

ＭＡＸＢＥＴ

遊技機の各部の名称

遊技機の各部の名称



（ ３ ）

モード切替方法

通常モード

電源スイッチをＯＮにすると通常モードでのスタートとなります。

決勝モード

電源スイッチをＯＮ又はリザルト表示からＭＡＸＢＥＴを押すまでの間にＯＵＴ

ボタンを長押し （３秒） することで決勝モードに切り替わります。

また、 決勝モードで同様の処理を行うと通常モードに切り替わります。

決勝モードで起動すると、 リール左のサブ液晶に 【ＦＩＮＡＬ　ＳＴＡＧＥ】 と

文章が下から上へスクロールする画面となります。

モード確認方法 音量調整

ＯＵＴボタンを押すとＣＲＥＤＩＴ７セグ

( 左側の２ケタ７セグ ) にモードを数

字で表示します。

十字キーの左右ボタンで音量を変更

することが可能です。

十字キーで音量変更後、ＰＵＳＨボタ

ンを押して確定します。

音量設定はサブ液晶に表示されます。

遊技機の基本動作

【００】 通常モード

【０１】 決勝モード
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上部スピーカー

ドアＬＥＤ

リール

ストップボタン

上部スピーカー

サブ液晶

スタートレバー

液晶

サブ入力スイッチ

上部スピーカー

下パネル

上部スピーカー

十字キーＯＵＴボタンＣＲＥＣＩＴ ７セグ

初期動作

赤セブン図柄揃いスタート

電源スイッチをＯＮ後、ＭＡＸＢＥＴボタンを押すとリール中段に赤セブンが揃い

ます。 図柄が半コマずれて停止する場合もありますが、 リセットすることは出

来ませんのでそのままプレイを続けてください。

電源投入時の液晶画面

赤セブン揃い時のリール

通常モード時のゲーム開始画面 決勝モード時のゲーム開始画面

遊技説明
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遊技開始

液晶に表示された図柄のビタ押し回数 ・ 精度に応じて、 得点が加算されます。

ＭＡＸＢＥＴボタン、 スタートレバー、 ストップボタンを使用して遊技を行います。

赤セブン揃い時にスタートレバーを操作すると、 ３秒後に遊技が開始します。

遊技中の液晶画面

遊技時間

プレイ時間は６０秒です。

プレイ時間が０秒になった場合、 遊技終了となりリザルト表示に移行します。

リール回転中は、 プレイ時間 （６０秒） が減少していきます。

全リール停止中は、 休憩時間 （６０秒） が減少していきます。

ただし、 全リール停止中に休憩時間が０秒になった場合は、 プレイ時間が減

少していきます。

遊技説明

プレイ時間 （６０秒）

休憩時間 （６０秒）
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リザルト表示

遊技の結果をメイン液晶画面に表示します。

遊技の結果を表示してから、 通常モードは５秒、 決勝モードは９秒後にＰＵＳＨ

ボタンが点灯し、ＰＵＳＨボタン押下で待機画面になります。

リザルト画面

ランキング表示中に液晶をタッチ

するとＱＲ画面が表示されます。

ＱＲを読み込むとマイスロサイトへ

移行し、 遊技情報の記録やラン

キングが閲覧できます。

ランキング表示＆ＱＲ画面の表示

今回の遊技の結果を反映したランキングをサブ液晶に表示します。

 ランキング表示は、 通常モードのリザルト画面と待機画面で表示します。

 決勝モードでは、 ランキング表示は行いません。

ランキング表示は、 電源スイッチのＯＦＦやモード切替ではクリアされません。

待機画面中に 「十字キーの下とＰＵＳＨボタン」 を３秒間押下でクリアされます。

メイン液晶の待機画面時にサブ液晶も待機画面となり、 ランキング表示→サミー

ロゴ→Ｐ-ＳＰＯＲＴＳロゴ→ランキング表示と順番に表示します。

決勝モード時は、 【ＦＩＮＡＬ　ＳＴＡＧＥ】 とスクロールする画面となります。

遊技説明

待機画面
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基本仕様

遊技機の基本仕様

重　  量 ３ ２ ｋｇ

定格周波数

寸　  法

リセット機能

コインレス

音量調整

５ ０ Ｈｚ ／ ６ ０ Ｈｚ

電 　 源 交流 ２ ４ Ｖ （ 最大消費電力 ５ ０ Ｗ、 最大入力電流 ２． ５ Ａ ）

電源スイッチのＯＦＦ、ＯＮでリセットされます。

※ランキング表示に関しては、 電源スイッチのＯＦＦやモード切替

ではクリアされず 「十字キーの下とＰＵＳＨボタン」 を同時に３秒間

押下でクリアとなります。

メダルの投入は不要です。 常にＭＡＸＢＥＴを使用します。

電源スイッチのＯＮ時の初期音量は下から

２番目の音量になっています。

十字キーで音量変更後、ＰＵＳＨボタンを押

して確定します。

電源スイッチをＯＦＦにすると初期音量に戻

ります。

３ ８ ２ ｍｍ

８ １ ０ ｍｍ

４ ０ ８ ｍｍ４ ７ ５ ｍｍ
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故障かな？
故障かな？と思ったら

症　状 処　置

電源スイッチをＯＮにしても電源がはいらない

本製品の電源コードの接続確認をしてください

トランスとの接続確認をしてください

家庭用コンセントの接続確認をしてください

スタートレバーを操作してもリールが回らない

下記ご相談窓口よりご連絡ください。

リールの挙動がおかしい

メイン ・サブ液晶が映らない

スピーカーから音がでない

ＰＵＳＨボタンがきかない

十字キーを操作しても音量が変化しない

ドアＬＥＤ、 下パネルが点灯しない

メイン液晶にファン異常が表示される

７セグが表示しない
７セグの表示がおかしい

使い方 ・ お手入れ ・修理に関するご相談窓口

サミー商店オンライン 「お問い合わせ」 フォームをご利用の上、 ご連絡ください。 

https://www.sammy-shop.com/InquiryInput.jsp
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