
201　　年　　月　　日様

※約2,000店舗以上のホール様に
　ご活用して頂いております。

貴店ホームページのアクセスＵＰ

メール会員増員・移行を

させたお店の裏ワザ！！

赤枠がポイントです。
※赤枠に注目して資料をご覧ください。

※今日から無料で出来ます！！
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使用しているサイトにリンクをたくさん貼ろう !!
～各サイトへアクセスするお客様をリンク１つで集結～

 

（受付 月～金曜日 9時～１８時）

　　　　　　　　 

0568-35-3180

リンク・バナー・ＱＲコード等
設置方法お問い合わせ

各サイトへアクセスするお客様をリンク１つで集結したら
どれくらいのアクセスになりますか？

そこからメール会員を獲得できるチャンスは？
まずは、たった１リンクを貼る作業をしてみてください。

ページの「ＱＲコード・バナー設置方法」の　　　　 または       を各サイトに貼るだけ !!4 6２44

アクセス数　約2,000人

アクセス数　約1,000人

アクセス数　約500人

アクセス数　約1,000人

他サイト 他サイト

※画像は全てイメージです！　他サイトへのリンクは各サイトの規定に合わせてご利用下さい。

パチトラのアクセス数
+

他サイトからのアクセス数
約4,500人

（貴店用）

リンクイメージ

点から線へ！！

→

10月18日 (火 )
新┃台┃入┃替┃
━┛━┛━┛━┛
●パチンコ●
CRろくでなしBLUES～頂上血戦～
ブっちぎりのミドルスペック !
【大当り確率1/326　確変継続率
75%】
右打ち16R大当り搭載　約2,160発 !!
無敵ボーナス !!
大当り後も、ブっちぎれ !
度肝を抜く2つのボーナスに期待 !!

CRゲゲゲの鬼太郎～妖怪頂上決戦～
【大当り確率1/99　ST10回転】
確変期待度の異なる3大バトルボーナス
が、最高に熱くなる !
ぬらりひょん軍団をやっつけて
ボーナスランクアップと確変を掴め !
最新情報＆新台情報はコチラから

=NEW MACHINE=



次ページ

 

（受付 月～金曜日 9時～１８時）

　　　　　　　　 

0568-35-3180

リンク・バナー・ＱＲコード等
設置方法お問い合わせ

アクセス
ＵＰ！！

今日から出来るアクセスＵＰ・メール会員増員につながる
　★ リンクの貼り方・ＱＲコード・バナーの設置方法
   ★ 店内でのメールシステム移行の積極的なアピール！！
　★ 全て無料でもらえる ・Ａ１大型ポスター・小型チラシ・
　　 各種アクセスＵＰ/メール会員増員用データ入りのＣＤ－Ｒ　

チョー かんたん です！！チョー かんたん です！！

貴店ホームページのアクセスＵＰ
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チェック

貴店「パチンコのトラ」バナーリンクを
他サイトに貼ってアピール！！

他サイトサンプル①

1.

チェック

2. 貴店「COMメール」会員募集を
他サイトに貼ってアピール！！

※メール会員募集アドレス、ＱＲコードを表示してください。

※サイトにより対応されず、非表示になる場合もございますので、
　ＰＣ、スマホ、携帯、それぞれで表示画面をご確認いただくことをお勧めいたします。

！　他サイトへのリンクは各サイトの規定に合わせてご利用下さい。

他サイトサンプル②

！　他サイトへのリンクは各サイトの規定に合わせてご利用下さい。

パチトラ管理画面にある素材を使って簡単リンク！貼り方は次ページをご覧下さい。

貴店「COMメール」会員募集用
④メールアドレス
⑤ＱＲコード

パチトラ携帯版
②貴店ページＵＲＬ
③ＱＲコード

パチトラＰＣ版
①貴店ページ用バナー

②
③
④
⑤

①
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２
（　　2用）

各店舗様専用ＱＲコードになります。
貼り付けソースをご利用ください。

！　対応しない場合もございます。

パチトラ管理画面『素材倉庫』をクリック。１

１
メール用ＱＲメール用ＱＲＨＰ用ＱＲＨＰ用ＱＲ

※ 各コンテンツ別に 
     貴店専用の ＱＲ
     コードが自動生成され
     ます。（最大15種類）

Ｑ　Ｒ
コード

２

※ メールや他サイトに
　 各コンテンツ別にリンク
　 できます。

9. 採用情報
10. 景品情報
11. フリースペース
12. ムービー
13. 会員専用ページ
14. ご意見・ご要望
15. グループ

1. 貴店サイト
2. 貴店メール
3. 会員登録
4. マップ
5. 店舗情報
6. 設置機種
7. 特賞情報
8. ニュース

携帯ＨＰ用タグ携帯ＨＰ用タグ

メール会員用タグ

チェック

！　他サイトへのリンクは各サイトの規定に合わせてご利用下さい。

５

５

６

「窓口フォーム」をクリックしていただ
くと、パチトラＨＰ貴店ページに表示
されているものと同じものを素材とし
て、ご用意してあります。

こちらのソースを使用していただけれ
ばＱＲとアドレス両方表示され他サイト
でも他のものに埋もれず目立たせて、
表示ができます。

 

（受付 月～金曜日 9時～１８時）

　　　　　　　　 

0568-35-3180

リンク・バナー・ＱＲコード等
設置方法お問い合わせ

ＱＲコード・バナー設置方法

３

4

チェック

（　　1用）

「相互リンクを貼ろう」をクリックしてい
ただくと「パチトラバナー」になります。

バナー下の貼り付けソースをご利用く
ださい。スクロールしていただくとお好
きなカラー、サイズを選んでいただけ
ます。　（全８種類）
ご利用の際は、その画像下の「貼り付け
ソース」を「フリースペース提供サイト」
へ、ペーストしてください。

3バナー

６

６
4



55

オリジナルＨＰに　「パチンコのトラ」バナーリンクを貼って
アクセスＵＰ < 興味度ＵＰ < 会員数ＵＰ
オリジナルホームページからパチトラ貴店ページへ誘導する例 

 

（受付 月～金曜日 9時～１８時）

　　　　　　　　 

0568-35-3180

リンク・バナー・ＱＲコード等
設置方法お問い合わせ

リンクイメージ



66

 

（受付 月～金曜日 9時～１８時）

0568-35-3180

リンク・バナー・ＱＲコード等
設置方法お問い合わせ

アドレス・ＱＲコードを表示して、貴店「COMメール」会員の募集
「パチンコのトラ」バナーリンクを貼ってアクセスＵＰ

オリジナルホームページ
優秀活用店様　メール会員募集例

他サイトにあるホームページ

！　他サイトへのリンクは各サイトの規定に合わせてご利用下さい。
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※ 広い店内に１枚、２枚では気付かれません。
　 たくさん貼って、メール会員を獲得してください。

     店内でのメールシステム移行の積極的なアピール！！3.

店内大型A1ポスター
（Ａ１サイズ：594mm×841mm）

素材名（サイズ）
イメージ

設置場所 実施例

会員募集説明ポスター
（Ａ３サイズ：297mm×420mm）

大型ＬＥＤ(ビジョン )
会員募集・アクセスＵＰ用

パチンコのトラ CM

出入口
通路
景品交換所　　

道路
ホール内　　

出入口
トイレ
休憩室
カウンター

チェック

★ＬＥＤ

★店頭大型ビジョン

★ＬＥＤ
1

★店内大型ビジョン4

2

★出入口付近 ★出入口付近

★出入口付近

★通路

12

5 6
★カウンター

★休憩室

★ＰＲ

★景品交換所
8

11

7

9 10

13 ジェットカウンターの横に !!

3

「当店の情報は『パチンコのトラ』にて最速掲載中 !!」

のコメントを流してアクセスＵＰ！
info@comdex.ne.jp　
0568-35-3180　

info@comdex.ne.jp　
0568-35-3180　

店内大型Ａ１ポスター
無料配布中！！

パチンコのトラＣＭ
無料配布中！！

info@comdex.ne.jp　
0568-35-3180　

Ａ3サイズポスター
無料配布中！！

無　料
配布中

1年に
１０枚まで

無　料
配布中

1年に
１０枚まで

･･･フリープラン（無料版）

･･･レギュラープラン（有料版）

･･･バリュープラン（有料版）

･･･フリープラン（無料版）

･･･レギュラープラン（有料版）

･･･バリュープラン（有料版）

･･･フリープラン（無料版）

･･･レギュラープラン（有料版）

･･･バリュープラン（有料版）

･･･レギュラープラン（有料版）

･･･バリューＡプラン（有料版）

※バリュープラン（有料版）は、
メール配信システムがご利用頂けるバ
リューＡ、ムービー情報がご利用頂けるバ
リューＢ、どちらかのサービスを選択とな
ります。
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素材名（サイズ）
イメージ

設置場所 実施例

オリジナルポスターでアピール !!

★メール会員募集を促す　   ★アクセスＵＰ

★素材を使用してオリジナルポスターを作成

★台間 ★台間 ★トイレ
14 15 16

1 2 3 ※会員登録案内ポスター、小型チラシ、「パチンコの
トラ」のロゴ、キャラクター、ＬＥＤ用ＣＭ等の素材
はお渡しする無料ＣＤ－Ｒに入っております。

※上記を含むパチトラ素材は、パチトラ管理画面の
「素材倉庫」、「資料ダウンロード」にもあります。

　　

メールサービス移行案内ポスター
（Ａ３サイズ：297mm×420mm）

台間用移行案内チラシ
（91mm×95mm）

小型チラシ、台間ポップ、小型ポップ
（名刺サイズ :91mm×55）

出入口
トイレ
休憩室
カウンター

カウンター
全台の台間
トイレ

カウンター
全台の台間
トイレ

17 18

③ 「パチンコのトラ」貴店ＱＲコード

② 「パチンコのトラ」貴店アドレス ⑤ 「貴店メール」ＱＲコード

② 「貴店メール」ＱＲコード

④ 「貴店メール」アドレス

① 「貴店メール」アドレス

無料でお渡しさせて頂いているＣＤ-Ｒに
貴店用の素材を作成しお渡しします。

※ 再度ＣＤ－Ｒが必要な場合は、お気軽にご連絡下さい。

★各種ポスター・ＣＤ無料配布中！！

全６種類

無　料
配布中

素材全て

① 「パチンコのトラ」ロゴマーク

①

② ④

③ ⑤

①

②

info@comdex.ne.jp　
0568-35-3180　

小型台間ＰＯＰ
無料配布中！！

info@comdex.ne.jp　
0568-35-3180　

小型台間ＰＯＰ
無料配布中！！

台間スペースに合わせて自由にサイズ変更して、
ぜひご活用ください。

サイズ等変更可能です。

無　料
配布中

1年に
１０枚まで

無　料
配布中

無　料
配布中

1年に
１０枚まで

･･･フリープラン（無料版）

･･･レギュラープラン（有料版）

･･･バリュープラン（有料版）

･･･フリープラン（無料版）

･･･レギュラープラン（有料版）

･･･バリュープラン（有料版）

･･･レギュラープラン（有料版）

･･･バリューＡプラン（有料版）

･･･レギュラープラン（有料版）

･･･バリューＡプラン（有料版）

効果絶大！！
台間なら遊技されるお客様に
必ず見ていただけます！

約 1,000 枚貼付

※バリュープラン（有料版）は、
メール配信システムがご利用頂けるバ
リューＡ、ムービー情報がご利用頂けるバ
リューＢ、どちらかのサービスを選択とな
ります。
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新聞折込チラシにアドレスを掲載
チェック

4.

チラシに掲載される時は、サイトのページの案内（パチトラのアドレス、ＱＲコード、ロゴ）と
メール会員募集（ＣＯＭメールアドレス、ＱＲコード）を忘れずに掲載してください。

「貴店メール」ＱＲコード

① ② ③

④ ⑤

「パチンコのトラ」貴店アドレス「パチンコのトラ」ロゴマーク 「パチンコのトラ」貴店ＱＲコード

「貴店メール」アドレス

掲載に関するご注意

4 参照

★ 完全無料サイト 「パチンコのトラ」 に

　 貴店も掲載している事をアピール！！

チラシ掲載例 赤枠がポイントです。

※資料は平成23年8月の広告規制以前のものも含まれております。
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チラシ掲載例チラシ掲載例

4 参照

掲載をお忘れなく！！

「貴店メール」ＱＲコード⑤

②「パチンコのトラ」貴店アドレス

①「パチンコのトラ」ロゴマーク

③「パチンコのトラ」貴店ＱＲコード

④「貴店メール」アドレス

 

（受付 月～金曜日 9時～１８時）

　　　　　　　　 

0568-35-3180

リンク・バナー・ＱＲコード等
設置方法お問い合わせ

赤枠がポイントです。

※資料は平成23年8月の広告規制以前のものも含まれております。

p10



1111

雑誌・フリーペーパー 掲載例 赤枠がポイントです。

 

（受付 月～金曜日 9時～１８時）

　　　　　　　　 

0568-35-3180

リンク・バナー・ＱＲコード等
設置方法お問い合わせ

各地方有名誌等の雑誌に掲載
チェック

5.

掲載をお忘れなく！！

「貴店メール」ＱＲコード⑤

②「パチンコのトラ」貴店アドレス

①「パチンコのトラ」ロゴマーク

③「パチンコのトラ」貴店ＱＲコード

④「貴店メール」アドレス

※資料は平成23年8月の広告規制以前のものも含まれております。

4 参照
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雑誌・フリーペーパー 掲載例
赤枠がポイントです。

※資料は平成23年8月の広告規制以前のものも含まれております。
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大型ＬＥＤ(ビジョン )で「パチンコのトラ」ＣＭを放送
チェック

6.

「COMタッチ」の設置
チェック

7.

コンパニオンによる会員募集
チェック

8.

開店前にお店の入り口に並んでいるお客様、
遊技中のお客様、一人一人にメール会員募集の案内をして、
より多くの会員を獲得！

お問い合わせ先

（受付  月～金曜日 ９時～１８時）

　 0568-35-3180

　 info@comdex.ne.jp

お気軽にご連絡ください。

★無料素材ＣＤプレゼント★

素材はwmv、avi 形式があります。お渡ししたCD-R、またはダウンロードページをご利用下さい。

ＬＥＤ（ビジョン）を使用して、「パチンコのトラ」に貴店の情報があることをアピール！
「当店の情報は『パチンコのトラ』にて最速掲載中 !!」のコメントを流してアクセスＵＰ！

携帯をかざすだけで、メール会員登録が出来ます。（一部不可）
電池でもＡＣアダプターでも対応できるので、カウンターや
島回り、店舗外でも会員募集ができる優れもの！！

1店舗に2台

年２回がオススメ !!

★ＣＭの掲載方法
無料サポート致します。

お問い合わせ先
（受付  月～金曜日 ９時～１８時）

お気軽にご連絡ください。

0568-35-3180

※有料のサービスとなります。

※有料のサービスとなります。



次ページ

 

（受付 月～金曜日 9時～１８時）

　　　　　　　　 

0568-35-3180

リンク・バナー・ＱＲコード等
設置方法お問い合わせ

次のページから、メール会員増員・移行を成功させる
裏ワザをご紹介致します。

貴店メール会員様増員・移行

一人でも多くのお客様に知ってもらう為に
接触点を増やしましょう！！

増員！！
メール会員



まだ大事な　　 会員のお客様全員 (　1,000人 )に同じ   　 を打っていますか?

※1人のお客様が1年間に遊技される金額は平均93,700円です。93,700×10人＝937,000円。　　　（レジャー白書2012参考）

メールアンケート作成ボタンより簡単に作成、送信できます。
導入機種の選定や景品について、お客様の声を聞き、そのご意見をお店づくりへ
と反映できます。また、こちらの回答からも絞り込み可能です。

男性の方だけに！！

を打てば打つほど、大切な　　会員が減っ　 ていませんか？
メールメール メールメール

メールメール メールメール

メール

メール

メール メール

メール

メール

１ 2 3 4　　会員数は貴店にとっての

人気の　　　　です。30 30
50

80

100

バロメーター

内容

時
間

　　するのに少しの工夫をするだけで   

　   　  会員は増え    やすくなります

それが可能なのが　　　　のピンポイントメール配信機能 !!

で、　　会員のお客様が求める　　をピンポイントで！
メールメール

ターゲ
ット

例

を打てば打つほど、

会員が減っ　ていませんか？

減

広告規制がもっと厳しくなる今、
今までと同じ　　の打ち方でいき
ますか？

解決方法はコチラ !!

メール会員のアンケート情報を元に送りたい項目に□チェックを入れるだけでターゲットを絞り
込んだメール配信が簡単にできます。会員様の求めるメールを、求める会員様だけにピンポイン
トでお届け！

※ｃｏｍメールのピンポイントメール設定イメージ

ピ
ン
ポ
イ
ン
ト

※配信毎にメール配信する対象を抽出できます。　※未回答者にも送れます。　※予約は３００件でもＯＫ！

※メールアンケートは何回でも作成できます。
※１アンケート5問31答（回答方式は3タイプ /選択式・複数選択式・入力式）

増

会員が減り　 にくく、更に　　会員が増え　 やすくなります !
メール メール

企画でコンパニオンが来店する日に、
男性のお客様にメールし、来店を促します。

他にもこんな絞り込みを！！ターゲ
ット

台導入時に新台情報だけでなく、北斗ファ
ンに向け「『北斗の拳』導入完了致しまし
た !!」と導入アピールで来店意欲をＵＰ!!

・配信時間による送り分け

・メールアンケートの回答を利用して

スロットファンだけに！！ターゲ
ット

・スロット情報のみがほしいスロットファ
ンだけに！

ライバル店に攻撃ができます。ライバル店
が新台入替をする日に合せて、メールを送
ります。

当店以外のライバル店へも
行かれているお客様だけに!!ターゲ

ット

「北斗の拳」が好きな
　　会員様だけに！！ターゲ

ット



本日2月28日（木）
　時ＯＰＥＮ

注目の人気機種★降臨 !!!
機種情報をムービーでチェック

（画像クリックでムービー見れます）

本日 2月 8日（金）
時ＯＰＥＮ

注目の人気機種★降臨 !!!
機種情報をムービーでチェック

（画像クリックでムービー見れます）

最新機種・人気機種
【パチンコ】
・ＣＲデラックス海物語withT-ARA

【スロット】
ミリオンゴッド　ゼウスVer

　　

総台数 5４０台設置
詳しくはコチラ

↓↓↓
設置機種

地域1番の笑顔で
お出迎え

 画像がうまく表示されない方、スマートフォン
をお使いの方はこちらへ

スイング

01

おはようございます

コムデックスです

本日2月8日（金）
時ＯＰＥＮ

注目の人気機種★降臨 !!!
機種情報をムービーでチェック
（画像クリックでムービー見れます）

最新機種・人気機種
【パチンコ】
・ＣＲデラックス海物語withT-ARA

【スロット】
ミリオンゴッド　ゼウスVer

　　
総台数5４０台設置
詳しくはコチラ

↓↓↓
設置機種

01

おはようございます

コムデックスです

本日2月8日（金）
時ＯＰＥＮ

注目の人気機種★降臨 !!!
機種情報をムービーで

チェック
（画像クリックでムービー見れます）

最新機種・人気機種
【パチンコ】
・ＣＲデラックス海物語
withT-ARA

【スロット】
ミリオンゴッド
ゼウスVer

　　
総台数 5４０台設置
詳しくはコチラ
↓↓↓
設置機種

地域1番の笑顔で
お出迎え

 画像がうまく表示されない方、スマートフォン
をお使いの方はこちらへ

スイング

01

搭載 ピンポイントメール配信機能 Ｒ

･･･レギュラープラン（有料版）
･･･バリュープラン（有料版）

お客様の迷惑メール等の設定によっては、配信した情報が届かない場合があります。　　　

※メールは全てイメージとなります。

「　　　　　　  」は「パチンコのトラ」に連動した高機能メール配信システムです。
テキストメールはもちろんデコメールが配信でき、メール会員全員に同じメールは送らず、
ピンポイントで送りたい人だけに送れる絞り込み機能やアンケート機能もあります。
予約機能で３００件でも作成ＯＫ！グループ店は画像・ムービーも全店で共有もできます。
デコメールは文字の色やサイズ、レイアウトの変更も自由自在！画像にムービー情報や機種情報
もリンク挿入できます。表現の幅も一気に広がり開封率が高く会員様に読んでもらえます !!

※ＰＣ版

ムービーをリンク !!

折り込みチラシを　　　　
　　　　　  そのままＵＰ!!

パチトラで貴店がアップロードし
たムービーにリンクさせれば、
お客様の機種への興味をＵＰ!!
グループ店のムービーも全店で共
有できます。

大容量のチラシも加工なし！7,000KB（7MB）ま
でＵＰ可能！スマホ・携帯・ＰＣそれぞれに合わせて、
自動画像サイズ調整機能があります。

　
またパチトラと画像共有ができます !! パチトラに
アップしたチラシをそのまま使って、メールできま
す。グループ店の素材も共有できます。同じ折り込
みチラシを何度もＵＰする必要はありません。　

貴店設置機種情報をリンク !!
メールで紹介できる量には、限りが
あります。
もっと紹介したい！そんな時は、パ
チトラの貴店ページの設置機種情報
のリンクを張って紹介しましょう。
伝えきれない時はサイトへ誘導 !!
ホームページのアクセスもＵＰ!!!

Point1

Point2

機種情報をリンク !!
パチトラ機種情報のリンクをはれば、
お客様に最新機種の情報をさらに詳し
くお届けできます。文字はもちろん画
像にもリンクを張れます。

Point4
うまく画像が表示できない場合に
対応した別プレビューがあります。

▼  　　
お店の詳細はコチラで

お店の詳細はコチラで

アレンジも自由自在。
右から左、左右への文字の移動
や点滅もできます。

【例】テロップのように文字が右
から左に流れます。

クリック

クリック

クリック

※パケット定額に加入されていないお
客様に合わせて、デコメールをテキス
ト形式で受信できる設定も可能！
※パケット料金・通信料金は別途かかり
ます。

左へ

※パチトラ貴店管理画面
　ムービー倉庫
　

※ムービーのアップロードに関しましては著作権に注意してご利用ください。
　

※スマホ版※スマホ版

Point3

例：3,000KBのチラシをＵＰ
　　　　　　　　携帯なら30KBに自動サイズ調整

Ｒ

※携帯版

バリュープラン（有料版）で、メールシステムのサービスを選択されたホール様に限ります。



フリープラン（無料版）でも、ここまでできる！！

フリープラン（無料版）

ホール様がアピールしたい基本情報･設置機種･新台入替･ニュースも　 フリープ
ラン（無料版）で掲載できます。ＰＣ版からスマホ版も携帯版も自動作成されま
す！コンテンツ別に予約機能付きなので、お時間がある時に更新可能。画像も簡
単に1枚につき最大5000KB（5MB）までアップロード！さらにグループ店
様は画像共有も可能！また、射幸心をあおる言葉などをキーワードとして使用規
制が設定できるワードフィルタ機能もあります。
　フリープランでも高機能な【パチトラ】は完全無料版サイト掲載数 業界No１
　フリープランでも貴店名･アドレス・ＱＲコード入り大型A1ポスター、小型
チラシ、ＬＥＤデータなど全国（北海道～沖縄まで）全て無料で送らせて頂きま
す !!

基本情報
ホール様の基本情報を表
示できます。画像で、よ
りわかりやすく店舗の様
子等を紹介できます。

ワードフィルタ機能
射幸心をあおる言葉な
どを使用規制ができま
す。キーワードを入力し
ていただくと、そのワー
ドを使用しての更新を禁
止したり、注意を促した
りできます。

グループ機能
ＨＰにてグループ
店の表示ができるだ
けでなく画像・ムー
ビー素材のグルー
プ店での共有が可
能です。

ニュース新台入替
ホール様のお知らせした
い新台入替等のニュース
を表示できます。表示に
面倒なタグ入力は、一
切不要！ＰＣ経験の少
ない方や一般のスタッフ
でも作業を行うことが可
能です。この画像アップ
に面倒な加工はいりませ
ん！画像自動サイズ調
整機能付！

機種情報①
機種情報はアップロード
ダウンロード可能！併用
している他サイトのデー
タをアップロードすれば
面倒な打ち込みの手間も
削減できます。自動で更
新できる予約機能付！

機種情報②
また表示順も表示順位を
入れ替えていただくだけ
で、一番下から上部へも
クリック１つで簡単に
並び替えできます。
ゴト師対策として、検索
されたくない機種を
非検索機能により、機
種名を一部「※」表示に
して検索されにくくでき
ます。

機種情報③
機種情報を始め、各コ
ンテンツに自動で更新
できる予約機能付！
忙しい日お休みの日に
わざわざ更新する必要
はありません！

デコメール
デコメも簡単に配信でき
る高機能配信システム！
ターゲットを選定できる絞
り込み機能により、お客
様の年齢、嗜好に合わせて、
お客様が求める情報をピン
ポイントにメールできま
す ! また、メールアンケー
トも行えるので、貴店の分
析・営業戦略に役立ちます。
射幸心をあおる言葉などを
使用規制ができます。

フリースペース＆
各コンテンツ コメントスペース

貴店の情報をもっと華やか
に伝えられます。難しいタ
グがわからなくても文字の
装飾、画像の挿入が簡単に
出来ます。ブログなどの他
社サイトも張り込みできま
す。オリジナルの情報の場
が増えます。画像は張り
放題 !!

景品･求人情報
ホール様があったらいいな
という景品や求人情報のコ
ンテンツもご用意してあり
ます。ズーム
アップ機能も
あります。

※各店舗毎、およびグルー
　プ一括設定でき併用可能
※全国のグループ店舗で
　全て共有可能

ムービー
貴店のＣＭやメーカー新台
情報などをムービーの知識
がなくても簡単アップロー
ド !!
※９５％のファイ
ル形式に対応
※最大１0000KB
（10MB）までアッ
プ可能

※最大5000KB
（5MB）までアップ可能
※最大5000KB
（5MB）までアップ可能

※最大5000KB（5MB）まで
　アップ可能
※チラシ10枚でも20枚でも掲載
　ＯＫ！最大30件まで掲載可能

※画像10枚でも20枚でも掲載ＯＫ！
最大30件まで掲載可能

※ＰＣ版

※スマホ版

※携帯版

基本情報

機種情報

ワードフィルタ

グループ機能
（画像共有）

5MB画像共有

画像共有

10MB ムービー
　共有3本表示

5MB

※PC版・スマホ版・携帯
　版に自動反映
※北海道～沖縄まで全国の
　グループ店舗で全て共有
　可能

5MB画像共有

もちろんＰＣ版から

スマホ版も携帯版も

自動作成されます！

会員専用ページ
パスワードを使ってアクセ
スできる特別なページが
作れます。
例えば、メールでパスワー
ドをお知らせしたりして、
会員のお客様だけが、アク
セスできるなど、お客様の
来店意欲を高めます。
予約機能を使えば表示時間
も限定可能。

画像共有 5MB

画像共有 5MB

ニュースは

３０件掲載可能 !!

画像掲載

4枚まで可能

ニュース・新台入替

お気軽にご連絡ください

info@comdex.ne.jp　

 （受付 : 月～金曜日 9 時～１８時）
0568-35-3180　

お問い合わせ
　お申込みは･･･



更によく見えるズームアップ機能も!!

    レギュラープラン（有料版）では、さらにホール様が必要と
するムービー、メール配信システム等のコンテンツを揃えていま
す。各コンテンツ予約機能付。フリースペースや各コンテンツにコ
メントスペースが増え、多種多彩な情報を掲載できます。
グループ店様は画像・ムービー素材共有ができ、さらにズーム
アップ機能が追加。もちろんＰＣ版からスマホ版も携帯版も自動
作成されます！所轄に合わせて表示・非表示ボタンでコンテンツ
を自由に掲載できます。
貴店名・アドレス・ＱＲコード入り大型A1ポスター、小型チラシ、
ＬＥＤデータなど全国（北海道～沖縄まで）全て無料
で送らせて頂きます！

※画像はイメージです

もちろんＰＣ版から

スマホ版も携帯版も

自動作成されます！

スマホなら、ピンチアウトでさっと拡大！

レギュラープラン（有料版）　 バリュープラン（有料版）なら、さらに広がる高機能システム!!

ムービー

全画面最大5,000KB（5MB）
まで表示可能。
拡大画像をさらに大きくするズー
ムアップ機能もあるので、チラシ
をそのまま載せられ、細部の情報
まで見せることができます。

特賞ランキング
ホールコンピュータと連
動した台情報連動公開シ
ステム。ＰＣはもちろんス
マホ・携帯からもスラン
プグラフをリアルタイム
で表示し閲覧できます。
※別途有料オプション
※対応エリア限定

スマホでも携帯でもムービーを流せ
ます !!
ＰＣ版から自動で形式を変換します。
ＬＥＤデータ、貴店ＣＭ、メーカー
新台ＣＭ、デジカメや携帯で撮った
自作ＣＭ等がアップ可能です。
グループ店様はムービーも共有可能

※携帯版にはパケット代について
の注意文掲載

※最大１0000KB　（10MB）までアップ可能

※画像掲載は最大5000KB
（5MB）までアップ可能
※画像掲載は最大5000KB
（5MB）までアップ可能

※９５％のファイル形式に対応

※ＰＣ版

※ＰＣ版

※ＰＣ版

※スマホ版

※スマホ版

※携帯版

※携帯版

グループ
　共有

10MB ムービー
　共有3本表示

グループ機能

※ズームアップ機能で10倍までアップ

例･･･グループチェーン店１０店舗でした
ら、1店舗が登録したムービー素材をク
リックするだけで全店で共有できます。

ホームページでは、グループ店も一覧表
示でアピール！

※スマホ版

※スマホ版

※スマホ版

※携帯版

※携帯版

ムービー
　共有 画像共有

※PC版・スマホ版・携帯版に自動反映
※北海道～沖縄まで全国のグループ店舗で全て共有可能

画像・ムービー素材共有機能

全国パチンコ･スロット店舗情報
完全無料ギガサイト
【パチトラ】レギュラープラン（有料版） バリュープラン（有料版）

※バリュープラン（有料版）は、
メール配信システムがご利用頂ける
バリューＡ、ムービー情報がご利用
頂けるバリューＢ、どちらかのサー
ビスを選択となります。

ニュース､新台入替

チラシの貼り付け

３０件掲載可能 !!

画像掲載+8枚で

最大12枚まで可能



 

（受付 月～金曜日 9時～１８時）

　　　　　　　　 

0568-35-3180

リンク・バナー・ＱＲコード等
設置方法お問い合わせ

1919

他サイトサンプル①

貴店「COMメール」会員募集を他サイトに貼ってアピール！！
※メール会員募集アドレス、ＱＲコードを表示してください。

※サイトにより対応されず、非表示になる場合もございますので、
　ＰＣ版、スマホ版、携帯版、それぞれで表示画面をご確認いただくことをお勧めいたします。

！　他サイトへのリンクは各サイトの規定に合わせてご利用下さい。

他サイトにあるホームページの
「メール会員募集窓口」を必ず削除！！

※旧メールシステムの募集窓口が存在すると、
お客様はどこに登録すればよいかわかりづらく
ＣＯＭメールの新規会員が増えません。
※配信していないのに、登録されてしまいます。

※ メール移行するホールご担当者様

メールシステム移行のご案内
メール会員様にストレスなくメール移行をして頂く為に

「パチンコのトラ」バナーリンクを他サイトに貼ってアピール！！

１．削除依頼は「窓口」のみです。
　　「メール会員」を削除しないと「窓口」を削除できない場合は、
　　メール会員移行後、削除してください。

２． 窓口が削除できない場合は、完了通知メール等に移行した告知を
　　載せてください。

注意！！

Point！！

Point！！

※現在、ＣＯＭメールのドメインは、「56m.jp」「ps777.jp」の２通りあります。貴店ドメインを確認の上、
お客様にご案内ください。

新たに会員登録された方に届く「完了通知メール」で、システム移行を伝える。
チェック

9.

旧メールシステムで募集窓口が閉じれず、そちらに登録されてしまう場合、必ず行ってください !!
　　　

編集できる完了通知メールや、新規会員様だけに絞り込みメールが配信可能であれば、そこからＣＯＭメールに登録してい
ただくよう促してください。

例文

メール会員にご登録頂き、ありがとうございます！

誠に申し訳ございませんが、●月●日より新メールシステムにかわっており、こちらからは配信いたしておりません。

お手数ですが【p▲▲▲▲@56m.jp】に空メールを送り新メール会員での再登録をお願い致します。

指定受信設定をされているお客様は [56m.jp] のドメインを指定受信して下さい。

上記アドレスにリンクがない場合
『パチンコのトラ』サイト内■■■■店のトップにありますリンクより空メールを送信して下さい。
↓↓↓
http://p-tora.com/h▼▼▼▼/



2020

旧メールシステムからは、移行文のみを配信

※旧メールシステムから新台入替、機種情報は絶対に流さないで下さい !!（会員移行が失敗します）

新システム「COMメール」からのみ、新台入替・機種情報を配信 !!

※期間は約２～４週間程度

チェック

10.

旧メールシステムで配信する移行文例

 重要なお知らせです。
下記まで必ずお読み下さい!!!
 
●月● 日 (●) より■■■■店のメールシス
テムを更にパワーＵＰさせて頂く為に、新
メールシステム「パチンコのトラ」の『Ｃ
ＯＭメール』による新たなるメール配信サー
ビスを導入させて頂く事になりました。
 
引き続き当店からのメール情報をご利用し
て頂けるお客様は新メールシステムへの移
行登録を大変申し訳ございませんがお願い
致します。

下記のアドレスへ空メールを送信して下さ
い。
↓↓↓
ｐ▲▲▲▲@▲▲▲.jp
 
上記アドレスからメール作成ができない場
合は、下記の『パチンコのトラ』サイト内
■■■■店のトップにありますリンクより
空メールを送信して下さい。
↓↓↓
http://p-tora.com/h▼▼▼▼/

尚、当店の最新情報は、新メールシステム『Ｃ
ＯＭメール』でのみ配信します。
現在配信中の◆◆◆◆メールは●月● 日
(●) をもちまして完全配信終了とさせて頂
きます。

パチトラ「ＣＯＭメール」の最新情報を是非、
ご覧下さい。

※イメージです

既存会員様に、移行の為、新システム『ＣＯＭメール』へ新規登録していただくよう、呼びかけのメールを、
今使用しているメール配信システム (旧メールシステム )から配信してください。

①配信をやめる旧メールシステムから送信

※登録用空メールアドレスにリンクがはれないシス
テムがございますので、アドレス、ＵＲＬ両方を表示
させてください。

貴店ＴＯＰページへリンクします。
▼▼▼▼に貴店番号をお入れください。
会員登録窓口が表示されますので、そちらから
空メールを送信していただくよう誘導します。

③『パチンコのトラ』ＵＲＬを表示

②空メールアドレスを表示
リンクの貼られたメールアドレスなら、
空メール送信していただけます。

※現在、ＣＯＭメールのドメインは、「56m.jp」
「ps777.jp」の２通りあります。貴店ドメインを
確認の上、お客様にご案内ください。
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（受付 月～金曜日 9時～１８時）

　　　　　　　　 

0568-35-3180

リンク・バナー・ＱＲコード等
設置方法お問い合わせ

移行文例は弊社「ダウンロードページ」にて公開中！！

↑ＣＯＭメールログイン画面

↑パチトラ管理画面

↑ＣＯＭＤＥＸ　　
ダウンロード資料ページ

メール会員移行文例
例文の●●等を貴店のものに編集してください。
ご使用されているメール配信システムが、アドレスにリンクがはれないシステムの時は、必ず『パチトラへ誘導するＵＲＬ付き文言』をご使用ください。

　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
　　　■　①空メールアドレスにリンクできない場合　■
　　　■　　　　　パチトラへ誘導させます　　　　　■
　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 
重要なお知らせです！！
『下記まで必ずお読み下さい』
 
●月● 日 (●) より●●●●店のメールシステムを更にパワーＵＰさせて頂く為に、新メールシステム「パチンコのトラ」の『ＣＯＭメール』による新た
なるメール配信サービスを導入させて頂く事になりました。
 
引き続き当店からのメール情報をご利用して頂けるお客様は新メールシステムへの移行登録を大変申し訳ございませんがお願い致します。
 
下記の『パチンコのトラ』●●●●店のトップにありますリンクより空メールを送信して下さい。
http://p-tora.com/h●●●●/
 
尚、当店の最新情報は、新メールシステム『ＣＯＭメール』でのみ配信します。
現在配信中の▲▲▲▲▲メールは●月● 日 (●) をもちまして完全配信終了とさせて頂きます。
 
指定受信設定をされているお客様は [56m.jp] のドメインを指定受信して下さい。
又、迷惑メール防止の為、入会後の簡単なアンケートにご協力お願い致します。
 
下記よりご解約手続きをお願い致します。
ご不明な点はお気軽に当店スタッフにお尋ね下さいませ。
--------------------------------------------------
パーラー●●●●店
http://●●●●●.p-w.jp
↑当店の情報 /メール解除
-------------------------------------------------

　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
　　　■　②空メールアドレスにリンクできる場合　■
　　　■　　リンクが張れているかご確認ください。  ■
　　　■　　リンクがないと会員数が増えません！　■
　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 
重要なお知らせです！！
『下記まで必ずお読み下さい』
 
●月● 日 (●) より●●●●店のメールシステムを更にパワーＵＰさせて頂く為に、新メールシステム「パチンコのトラ」の『ＣＯＭメール』による新た
なるメール配信サービスを導入させて頂く事になりました。
 
引き続き当店からのメール情報をご利用して頂けるお客様は新メールシステムへの移行登録を大変申し訳ございませんがお願い致します。
 
p●●●●@56m.jp をクリックして、空メールを送信して下さい。
尚、当店の最新情報は、新メールシステム『ＣＯＭメール』でのみ配信します。
現在配信中の▲▲▲▲▲メールは●月● 日 (●) をもちまして完全配信終了とさせて頂きます。
 
指定受信設定をされているお客様は [56m.jp] のドメインを指定受信して下さい。
又、迷惑メール防止の為、入会後の簡単なアンケートにご協力お願い致します。
 

http://www.comdex.ne.jp/dw/dw.html
弊社ダウンロードページをご利用ください。

↑テキスト形式例文

弊社ダウンロードページ

「ＣＯＭメール」の

「112メール移行文例」
をクリックしてください。

いずれかの管理画面ページより
「資料ダウンロード」のページへ
アクセスしてください。

 重要なお知らせです。
下記まで必ずお読み下さい!!!
 
●月● 日 (●) より■■■■店のメールシス
テムを更にパワーＵＰさせて頂く為に、新
メールシステム「パチンコのトラ」の『Ｃ
ＯＭメール』による新たなるメール配信サー
ビスを導入させて頂く事になりました。
 
引き続き当店からのメール情報をご利用し
て頂けるお客様は新メールシステムへの移
行登録を大変申し訳ございませんがお願い
致します。

下記のアドレスへ空メールを送信して下さ
い。
↓↓↓
ｐ▲▲▲▲@▲▲.jp
 
上記アドレスからメール作成ができない場
合は、下記の『パチンコのトラ』サイト内
■■■■店のトップにありますリンクより
空メールを送信して下さい。
↓↓↓
http://p-tora.com/h▼▼▼▼/

尚、当店の最新情報は、新メールシステム『Ｃ
ＯＭメール』でのみ配信します。
現在配信中の◆◆◆◆メールは●月● 日
(●) をもちまして完全配信終了とさせて頂
きます。

パチトラ「ＣＯＭメール」の最新情報を是非、
ご覧下さい。

※イメージです

２１　【ﾊﾟﾁﾝｺのﾄﾗ】ロゴ　　
２３　【ﾊﾟﾁﾝｺのﾄﾗ】猫ＥＰＳ　
２４　ＮＥＷ大型Ａ１ポスター　
２５　ＮＥＷＡ３ポスター　
２７　小型チラシ（レギュラープラン）

など
※各種マニュアル
契約書などもございます。

素材例

コピー＆ペーストで
簡単に作成できます。

いくつかの文例を掲載して
おりますので、こちらをご参考に
メールを作成してください。

各種店内広告用素材も
コチラのページから
ダウンロードできます。

2020
参照
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成功させる !!

メール移行スケジュール
チェック項目で実行することがわかったら、スケジュールを組んで、
効率よく、確実に、会員移行を成功しましょう !!

移行スケジュール例

貴店スケジュール ★オリジナルスケジュールを作って
　移行もバッチリ !!

「ﾊﾟﾁﾄラ」
ＣＤデータ
チェック

「ﾊﾟﾁﾄラ」
ＣＤデータ
チェック

ＣＯＭメールスタート !!
継続する 単発的に

継続する 単発的に
ＣＯＭメールスタート !!

旧メールシステム配信終了

＆

完全移行をアピール！

チェック1
「パチンコのトラ」
バナーリンク

チェック3
店内での
移行アピール
（ポスター等添付）

チェック4
新聞折込チラシ
に掲載

チェック2
「ＣＯＭメール」の
会員募集

チェック5
地方有名雑誌に
掲載

チェック7
ＣＯＭタッチの設置

チェック6
ＬＥＤ、ＣＭ放送

日付
曜日

チ
ラ
シ

店
　
舗

チェック8
コンパニオンによる
会員募集

返信メール等に
移行のお知らせ

チェック9

旧
メ
ー
ル
配
信
シ
ス
テ
ム

他
サ
イ
ト
　
　
　

旧メールシステム配信終了

＆

完全移行をアピール！

チェック1
「パチンコのトラ」
バナーリンク

チェック2

チェック3
店内での
移行アピール
（ポスター等添付）

チェック4
新聞折込チラシ
に掲載

「ＣＯＭメール」の
会員募集

チェック5
地方有名雑誌に
掲載

チェック7

チェック8

チェック6

ＣＯＭタッチの設置

ＬＥＤ、ＣＭ放送

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 火 水 木 金 土 日
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 日付

曜日

チ
ラ
シ

店
　
舗

コンパニオンによる
会員募集

チェック10

返信メール等に
移行のお知らせ

チェック9

旧メールで移行の
お知らせを配信

チェック10
旧メールで移行の
お知らせを配信

旧
メ
ー
ル
配
信
シ
ス
テ
ム

他
サ
イ
ト
　
　
　

☆　　に、チェックをいれて確実に！
☆忘れそうなこともメモしてチェック

『パチトラ』 管理画面
から素材を貼り付ける
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　現　状　報　告　書　

一つ一つ、積み上げを継続的に実行している店は強い!!

店舗において実行できているか、現状を把握すること !!
( 赤色の項目を最優先して即実行すること )

１．大型Ａ１ポスター

２．小型チラシ

３．台間ＰＯＰ

４．ポスター・小型チラシ　

チェック1
貴店「パチンコのトラ」バナーリンク オリジナル・他サイトＨＰ

チェック3
店内での移行アピール（ポスター等添付）

オリジナル・他サイトＨＰ
チェック2
貴店「ＣＯＭメール」の会員募集

その他
ノベルティの配布

パチトラ専用Ａ１サイズ
出入口、通路に貼る

名刺サイズ
カウンター設置・配布

ポケットティシュ

小型チラシをラミネート
パチンコの台と台の間に貼る

休憩室・トイレ・換金場・
エレベーター・駐車場に貼る

/6/1
例 1回目 ２回目 ３回目

/ /

①パチトラロゴ ②貴店ＨＰアドレス ③貴店ＨＰ用ＱＲコード
④貴店メールアドレス ⑤貴店メール用ＱＲコードを表示

×

①パチトラロゴ ②貴店ＨＰアドレス ③貴店ＨＰ用ＱＲコード
④貴店メールアドレス ⑤貴店メール用ＱＲコードを表示

「パチンコのトラ」ＣＭ放送

チェック4
新聞折込チラシに掲載

チェック5
地方有名雑誌に掲載

チェック7
ＣＯＭタッチの設置　

チェック6
大型ＬＥＤ（ビジョン）

チェック8
コンパニオンによる会員募集

カウンター設置

ＣＯＭタッチを使用して、島の巡回勧誘

①パチトラロゴ ②貴店ＨＰアドレス ③貴店ＨＰ用ＱＲコード
④貴店メールアドレス ⑤貴店メール用ＱＲコードを表示

×

×

備　考

店 様

キ
リ
ト
リ

移行についてのみ。

チェック9

旧メールで移行のお知らせを配信
チェック10

返信メール等に移行のお知らせを記載



キ
リ
ト
リ
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（受付 月～金曜日 9時～１８時）

　　　　　　　　 

0568-35-3180

リンク・バナー・ＱＲコード等
設置方法お問い合わせ

『パチンコのトラ』お問い合わせ先

コムデックス株式会社
ＴＥＬ：0568-35-3180
ＭＡＩＬ：info@comdex.ne.jp

info@comdex.ne.jp　

0568-35-3180　

もっと詳しく知りたいホールご担当者様

下記”無料カスタマーサポート”まで

お気軽にお問い合わせ下さいませ。

 

（受付 月～金曜日 9時～１８時）

　　　　　　　　 

バナーの貼り方？
リンクの貼り方？

ポスター・台間チラシ

追加でほしい！！

あっ！！
ＩＤ／ＰＡＳＳ
なんだっけ？？



2013年08月

『パチンコのトラ』お問い合わせは、お近くの代理店にご連絡下さい。

『パチンコのトラ』お問い合わせ先

コムデックス株式会社

（受付時間： 月～金曜日  9 ～ 18時）

info@comdex.ne.jp
0568-35-3180
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