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】

『パチンコのトラ』更新方法

・簡単便利な更新プログラム
『パチンコのトラ』では、気軽にホール様ご自身の手によって、サイト
を更新することができます。
更新を行う事により最新情報をお客様にお知らせできます。
更新プログラムは、パソコンが苦手な方、初めての方でも、直感的
に操作できるようなデザイン、プログラムになっております。

・更新する毎にアクセスアップ
更新を行う毎に『ホール最新情報』の最上位に表示されます。
他の検索結果でも同じプランの中で、更新情報の新しいホール様
が検索結果の上位に表示されます。
最上位に表示されますと、よりお客様の目に留まります。
また、コンテンツの『アクセスランキングエリアTOP50』にも反映
されます。
※『パチンコのトラ』アクセスランキング

・ログインできる場所は各エリアTOPページに２か所あります。
どちらからでも同じ管理画面にログインできます。
各エリアＴＯＰページ、一番上にあるメニューの
「登録ホールログイン」メニューからログイン画面へ
各エリアＴＯＰページ、右下にある登録ホールログインバナー
ＩＤ・ＰＡＳＳを入 力し、必ず 利 用 規 約をお 読 み いた だ いてから、
「 同 意 する」に
チェックを入れてください。
のアイコンをクリックしていただくと、貴店管
理画面にログインできます。
※ID・PASSをお忘れになられた方は、
コムデックス
（株）
までご連絡ください
TEL：0568-35-3180 E-MAIL：info@comdex.ne.jp 月曜〜金曜

9:00〜18:00

注意
ログイン後、５時間更新が確認されない場合、セキュリティ上、システ
ムにより自動ログアウトいたします。
作業中のコンテンツは、途中で放置せず作業を完了させてください。
途中画面で止められた場合は、お手数ですが作業を続行せず、再度
ログインし直していただくようお願いいたします。
続行されましても、エラーとなり、その部分のデータの復旧はいたし
ませんのでご了承ください。

※『パチンコのトラ』東海エリアＴＯＰ

・新着ニュースをアラートでお知らせ
管理画面ＴＯＰにアラート機能がついています。
「ニュース」及び「ご意見・ご要望」に未開封のメッセージがあると、
このように画面のお知らせが
でます。
［閉じる］
をクリックしていただき、未開封 のアイコンがでているメッセージをご確認ください。
未開封のメッセージがない場合はでません。

コムデックス株式会社

0568-35-3180

info@comdex.ne.jp

※実際の画像と異なる場合がございます。

各コンテンツ
有料

･･･レギュラープランコンテンツ
････バリュープランA又はBコンテンツ

･･･有料サービス

①パチトラメールで宣伝

P03参照

有料

『パチンコのトラ』のメール会員にメールが送れます。

②ＣＯＭメール管理者へ

A

P03参照

ＣＯＭメールシステムのログイン画面です。

③素材倉庫

P04〜08参照

「パチンコのトラ」
「ＣＯＭメール」にて使用した素材が保管されて
います。

④画像掲示板
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

P08参照

ご利用ホール様同士、意見交流できます。

⑤更新履歴

P08参照

店舗情報などの更新履歴が確認できます。

⑥PUSH通知

P09〜11参照

パチトラアプリでお 気に入り登 録をしているユーザー様に向け
て、最新情報などを簡単にお届けすることができます。

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

お取引されているチラシ業者様（広告代理店・デザイン事務所・印刷所など）の
ID・PASS発行が申請できます。

⑭

⑮

ＨＰ管理

⑯

⑰

⑱

⑦チラシ更新代行業者申請

⑧店舗情報

P12参照

P13,14参照

店舗の基本情報を入力します。ピクトグラムや低貸し設定はこち
らでできます。

⑨デザイン・写真

P15,16参照

店舗のＨＰのデザインや画像を編集できます。

⑲

⑩設置機種
『パチンコのトラ』管理画面ＴＯＰ

P17〜20参照

店舗の設置機種情報を編集できます。

掲載の注意

P21,22参照

有料

射幸心等についての『掲載の注意』が表示されます。

ホールコンピュータ連動で設置機種を編集できます。

資料ダウンロード

⑪特賞情報

各種申請書類、広告用素材等のダウンロード素材があります。

パチトラご利用案内

『パチンコのトラ』が行っているサービスをご案内しています。

ヘルプ

P23,24参照

有料

ホールコンピュータ連動で特賞情報を編集できます。

⑫ニュース

P25,26参照

店舗の新台入替などのニュースを編集できます。パチトラＴＯＰ
のホール日程表はこちらに登録したものが反映されます。

更新方法をＰＤＦ形式にて見ることができます。

⑬求人情報

P27参照

ニュース

⑭賞品情報

P27参照

⑮フリースペース（当店からのお知らせ）

P28参照

コムデックス㈱より、ホール様 へ のご案内が表 示されます。お読みに
なっていないニュースには未開封の文字が点滅します。メンテナンス情
報等、重要な情報ですので必ず確認いただくようお願いします。

ホール店舗管理画面トップ

現在のページ位置が表示されます。各ページからＴＯＰに戻りたい
場合、こちらをクリックしてください。

ご意見・ご要望

フリースペースです。自店アピールにご自由にご活用ください。

⑯ムービー

P29,30参照

B

ムービーを流せます。

⑰会員専用ページ

P31参照

店舗様へのご意見が寄せられています。
お読みになっていない内容には未開封の文字が点滅します。日頃よ
り確認をお願いします。

パスワードを設定できる特別なページです。

ログアウト

管理ページ内の使用する言葉に規制をかけられます。

編集が終わりましたら、こちらよりログアウトしてください。

⑱ワードフィルタ

P32参照

⑲店舗ページプレビュー

P32参照

利 用 方 法
※各コンテンツにある
をクリックしていただくと、この更新方法の各コンテンツページを表示します。
※フリープランのホール様の管理画面ＴＯＰにレギュラープランのサンプルコンテンツがございます。ピンク表示のものは、
サンプルで
あり、公開中のＨＰへの影響はございませんので、興味のあるコンテンツがございましたら、
ご自由にお試しください。

コムデックス株式会社

0568-35-3180

info@comdex.ne.jp

※実際の画像と異なる場合がございます。

有料

※エリアによってサービスが行えない場合がございます。

こんな店舗に朗報です！
・新規店舗で、自店の会員がいない。
・確実にファン・業界関係者に告知したい！
・毎回、会員にメールで告知しても反応が良くない。
・チラシを近隣地域に撒いても効果が薄い。
・自店で会員にＤＭを送ってもあまり・・・

必要事項を入力いただきお申込みください。
ご確認次第、コムデックスよりご連絡いたします。

※射幸心等の規制は、所轄警察の指示に従ってください。
※送信メールの内容は、
『パチンコのトラ』では、一切責任を持ちません。
※『パチンコのトラ』の審査によってお断りする場合がございます。

･･･レギュラープランコンテンツ
･･･バリューAプランコンテンツ

ＣＯＭメールシステムにログインできます。
※ご連絡いただければ、
「COMメール」
と
『パチンコのトラ』のID・PASSを統一する
事ができます。

問い合わせ先（受付 月〜金９時〜１８時）
0568-35-3180

info@comdex.ne.jp

お気軽にご連絡ください。

コムデックス株式会社

0568-35-3180

info@comdex.ne.jp

※実際の画像と異なる場合がございます。

管理画面から素材倉庫のコンテンツをクリックすると最
初に「ＵＲＬ・ＱＲコード」の素材画面が開きます。他の素
材ページに移動した際は、こちらをクリックすると「ＵＲ
Ｌ・ＱＲコード」の素材画面が開きます。
グループ店で素材を共有できます。グループ店を紹介す
る時など、こちらで店舗を選択して、素材をお使いくだ
さい。
各コンテンツの素材があります。
『パチンコのトラ』以外のサイトへ表示させる時に必要な
タグ用ソースもありますので、こちらをご使用ください。
赤枠のＵＲＬ、青枠のＱＲコードの下に貼り付けソースが
あります。同じ色枠で囲んでありますので、お間違いない
ようご使用ください。
オリジナルポスターを作成される場合は、その下の素材
拡大をクリックして拡大表示されたものを保存してご使
用ください。

■ URL貼り付けソース
<a href="http://p-tora.com/h12735/"
target="̲blank">http://p-tora.com/h12735/
</a>

■ QRコード貼り付けソース

<img src="http://p-tora.com/qr̲img/qr̲img.
php?d=http://p-tora.com/h12735/&s=5&t
=J">=J">

メール内容

★ちょこっと工夫★

◆◇◆パーラー○○○店◆◇◆
さあ〜

「ＵＲＬ・ＱＲコード」の素材を使用します。
各ＱＲコードの上にあるＵＲＬを、今お使いのメールに貼
り付ければ、リンクが張れます。
(テキスト形式の場合、ＵＲＬをこのまま貼り付けて、表
示させてください。)

明日も

笑顔になれる情報満載
明日

10 日（日）

あさ９時オープン
今日の最新情報はコチラ！
ニュース情報

ニュースや機種情報など『パチンコのトラ』のページで
伝えることができます。
ただ『パチンコのトラ』のＨＰを紹介するのではなく、そ
の中で見せたいコンテンツへ直で誘導できます。

【新台登場】
＜ピカピカの新台＞
CR らんま 1/2
CR 北島三郎

魂

ライト

CR 男はつらいよ

ライト

CR 秘宝伝 SWEETver

(ＣＯＭメールをご利用いただいているホール様は、初期
設定としてバナー表示されています。)

【1 パチ襲来】
48 台ついにお客様の
ご要望により導入！

で囲われた部分がリンクイメージで、
『パチンコのトラ』の素材を利用して作成できます。

是非是非
ご来店してください。
新台情報はココをチェック！！
設置機種情報
グループ店もよろしく
グループ一覧

コムデックス株式会社

スマホ
スマホ

0568-35-3180

info@comdex.ne.jp

ガラケー
ガラケー

※実際の画像と異なる場合がございます。

こちらをクリックすると「窓口フォーム」の素材画面が
開きます。
③素材倉庫

グループ店で素材を共有できます。グループ店を紹介す
る時など、こちらで店舗を選択して、素材をお使いくだ
さい。

こちらは、
『パチンコのトラ アプリ版』のダウンロード
先に誘導できる窓口フォームになります。
「貼り付けソース コピー」ボタンでコピーし、貼付け先に
ペーストしてください。

こちらは、スマホ版・ガラケー版『パチンコのトラ』に誘
導できる窓口フォームになります。
「貼り付けソース コピー」ボタンでコピーし、貼付け先に
ペーストしてください。

5

こちらは、レギュラープラン・バリューＡプランをご利用
ホール様のみ表示されるメール会員募集の窓口フォー
ムになります。
「貼り付けソース コピー」ボタンでコピーし、貼付け先に
ペーストしてください。

『パチンコのトラ』以外のサイトをお持ちのホール様は、こちらの貼り付けソースをコピーして、配置し
ていただければ、表示されております「パチンコのトラ」のホール様ページ誘導窓口を簡単に表示リン
クさせることができます。
こちらをクリックし「相互リンクを張ろう」を開きます。

グループ店で素材を共有できます。グループ店を紹介す
る時など、こちらで店舗を選択して、素材をお使いくだ
さい。

各店舗様専用のリンク素材が表示されています。
希望画像の「貼り付けソース」をコピーして貴サイトに
そのまま配置してください。
他サイトから、パチンコのトラの貴店ページにお客様を
誘導できます。

コムデックス株式会社

0568-35-3180
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※実際の画像と異なる場合がございます。

こちらをクリックすると「画像素材」が開きます。
グループ店で素材を共有できます。こちらで店舗を選択
してください。
新規登録で画像を追加する場合、こちらをクリック。

･･･レギュラープランコンテンツ
･･･バリューAプランコンテンツ

「お気に入り」
「店舗素材（貴店が登録したもの）」
「メーカー素材」を選択できます。
表示画像数が変更できます。
選択した画像を一括削除できます。
削除するときは各画像の削除の□にチェックを入れて
、 削除 をクリック。上下のボタンどちらも動作は同じ
です。
詳細 をクリックすると修正が行えます。
(自店のみで、他店のものは行えません。）
また、他サイトに貼り付けて使用できる「画像タグ」も
表示されます。

「お気に入り」登録できます。登録すると「お気に入り」
のボックスへ表示されます。
解除する場合は、
「お気に入り」のボックス内より修正し
てください。

こちらにタグが表示されます

お気に入りのボックス

『パチンコのトラ』が用意した画像になります。
削除・修正はできません。他サイトに貼り付けていただ
いたり、チラシ等にご使用ください。

をクリックすると、新規登録画面が開きます。

ここから

の新規登録画面の説明になります。

通常画像かアニメーションGIF を選択してください。
をクリックして、画像を選択してください。
ＯＫ ＞＞
をクリックし、次の画面で
をクリックで登録完了、一覧に追加されます。
参照

確認

※登録画像サイズは、５MＢ（5000ＫＢ)。ファイル形式は、jpg又はgif。
※アニメーションGIFはフリースペース/コメント設定でのみ利用できます。

コムデックス株式会社
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※実際の画像と異なる場合がございます。

③素材倉庫

『パチンコのトラ』
『ＣＯＭメール』の登録画像を選択で
きます。 ＣＯＭメール素材
をクリックすると
ＣＯＭメールで登録した画像が表示され使用できます。

･･･レギュラープランコンテンツ
･･･バリューＢプランコンテンツ

こちらをクリックすると「ムービー素材」が開きます。
グループ店で素材を共有できます。こちらで店舗を選択
してください。
新規登録でムービーを追加する場合こちらをクリック。
③素材倉庫

「お気に入り」
「店舗素材（貴店が登録したもの）
」
「メーカー素材」
「YouTube素材」を選択できます。
選択した動画を一括削除できます。削除するときは各画
像の削除の□にチェックを入れて、 削除 をクリック。
上下のボタンどちらも動作は同じです。
修正 をクリックするとサムネイル画像やムービーの差
し替え等の修正が行えます。(自店のみで、他店のもの
は行えません。）

「お気に入り」登録できます。登録すると「お気に入り」
のボックスへ表示されます。
解除する場合は、
「お気に入り」のボックス内より修正し
てください。

をクリックすると、新規登録画面が開きます。

ここから

の新規登録画面の説明になります。

サムネイル（ムービー内容のわかる画像）を登録します。
パチトラサイト内「ムービー」及び、管理画面内
「素材倉庫」
「ムービー」でのサムネイルとなります。
※登録画像サイズは５MB（５000ＫＢ)。ファイル形式は、jpg又はgif。
※ムービーファイルのサイズは10MBまでです。
※対応ムービーファイルの形式はwmv、mpg、avi、mp4、3gp、3g2、movです。
※機種により再生できないものや、画質・音声等の質が低下する場合がございます。
※1分以上のものは機種により、最後まで再生できないものがございます。

参照

をクリックして、ムービーを選択してください。
をクリックでサーバーにアップし始めます。

確認

アップロードが完了すると、確認画面になります。
アップロードした情報をサーバーに転送しますので、
ＯＫ ＞＞ を押してください。
ムービーをサーバーに転送しています。画面が切り替わ
るまで数分かかる場合がございますのでしばらくお待
ちください。

こちらの画面でムービーの登録完了となります。

コムデックス株式会社
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※実際の画像と異なる場合がございます。

･･･レギュラープランコンテンツ
･･･バリューＢプランコンテンツ

「メーカー素材」を表示できます。

「メーカー」で選択ができます。

「パチンコのトラ」
をご利用いただいているホール様で
意見交換できます。

コムデックス株式会社

0568-35-3180

info@comdex.ne.jp

各コンテンツの更新日時が確認できます。

※実際の画像と異なる場合がございます。

⑤更新履歴
④画像掲示板

閲覧できます。最新のものには、
「NEW」のマークが表
示されております。

③素材倉庫

「パチンコ」
「スロット」で検索できます。

･･･レギュラープランコンテンツ
･･･バリュープランコンテンツ

ホール店舗管理画面「PUSH通知」より設定・配信を行えます。
配信するPUSH通知を新規登録します。

過去に配信したPUSH通知の検索ができます。

過去に設定・配信したPUSH通知の一覧です。
フリー通知：新規登録からのPUSH通知です。
コンテンツ通知：各コンテンツからのPUSH通知です。
comメール通知：comメールからのPUSH通知です。

※フリー通知以外は各コンテンツ・comメールにて修正してください。

⑥ＰＵＳＨ通知

ここから

の新規登録画面の説明になります。

配信時刻の設定ができます。

時間指定通知：指定した時間に配信します。
即時通知：登録完了後に配信します。

※PUSH通知は5分置きに配信処理を行います。
（配信にはタイムラグが生じます。）

をクリックすると、新規登録画面が開きます。
タイトルと、本文またはURL（もしくは両方）を入力してく
ださい。

確認

で

ＯＫ

をクリックし、確 認 画 面が表 示されますの
＞＞ をクリックして完了してください。

配信が完了すると、パチトラアプリ
「Mｙページ」の「お知ら
せ」
に表示されます。

アプリ版プレビュー

例）
特賞情報ページ

★URLについて★
パチトラコンテンツだけでなく、
オフィシャルHPやブログなどの
URLを貼り付けることで、パチト
ラユーザーを指定のページへ誘
導する事ができます。

「詳細」をタップすると
指定したURLのページへ
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※実際の画像と異なる場合がございます。

･･･レギュラープランコンテンツ
･･･バリュープランコンテンツ

ホール店舗管理画面内の各コンテンツより設定・配信を行えます。
例）
ニュース

配信時刻の設定ができます。

通知無し：PUSH通知は配信しません。
更新と同時に通知：更新後に配信します。
時間指定通知：指定した時間に配信します。

※PUSH通知は5分置きに配信処理を行います。
（配信にはタイムラグが生じます。）

確認

で

をクリックし、確 認 画 面が表 示されますの
をクリックして更新してください。

管理画面「PUSH通知」
に履歴が載ります。
設定内容の変更を行う場合は、
「コンテンツ通知」をクリッ
クし、
コンテンツの設定ページへ移動します。

配信が完了すると、パチトラアプリ
「Mｙページ」の「お知ら
せ」
に表示されます。

管理画面「PUSH通知」

アプリ版プレビュー

ニュース

「詳細」をタップすると
更新したコンテンツページへ
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※実際の画像と異なる場合がございます。

⑥ＰＵＳＨ通知

ここは今までと同様の更新作業

更新

･･･レギュラープランコンテンツ
･･･バリューAプランコンテンツ

「comメール」より設定・配信を行えます。
新規作成を開きます。

入力後、 確認
をクリックし、確認画面が表示されま
すので 時間指定へ をクリックしてください。

配信時刻の設定ができます。

ここは今までと
同様の更新作業

時間指定：チェックを入れると、指定した時間に配信します。チェックを
はずすと即時配信します。

※PUSH通知は5分置きに配信処理を行います。
（配信にはタイムラグが生じます。）

次へ

⑥ＰＵＳＨ通知

送信

をクリックし、確認画面が表示されますので
をクリックすると、配信されます。

管理画面「PUSH通知」
に履歴が載ります。
設定内容の変更を行う場合は、comメールにて行ってくだ
さい。

配信が完了すると、パチトラアプリ
「Mｙページ」の「お知ら
せ」
に表示されます。

確認画面

アプリ版プレビュー

メール内容

管理画面「comメール通知」

「詳細」をタップすると
メール内容が見れます。
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※実際の画像と異なる場合がございます。

お取引されているチラシ業者様がホール様ページの「ニュース」
を直接登録することができるようになります。
申請するチラシ業者様の情報を入力します。

をクリックし、確 認 画 面が表 示されますの
申請
で
をクリックして申請してください。
申請後、チラシ業者様用のID・PASSを発行いたします。
チラシ業者様にこのID・PASSでログインしていただくこ
とで、ホール様ページの「ニュース」を直接登録できるよ
うになります。
確認

管理画面「ニュース」

ホール様側で登録したニュースです。
チラシ業者様側では修正・削除は行えません。

※ニュース自体の更新方法はP25,26参照

ご利用に際して 〜免責事項〜

コムデックス株式会社（以下「当社」と表記します）は、当サイト
に情報を掲載する際には細心の注意を払っておりますが、掲載
された情報に基づいてなされた判断を原因として発生したい
かなるトラブル・損失・損害に対して、当社は責任を負いません。
当サービスは予定なしに変更・更新・中止されることがあります
のであらかじめご了承ください。また、
これらの変更・更新・中止
により生じたいかなる損害に関しても、当社は責任を負いかね
ます。

PC版

コムデックス株式会社

0568-35-3180

ガラケー版

info@comdex.ne.jp

スマホ版・アプリ版

※実際の画像と異なる場合がございます。

⑦チラシ更新代行業者申請

チラシ業者様側で登録したニュースです。
こちらはホール様/チラシ業者様の双方で修正・削除が行
えます。

※イメージになりますが、反映場所をご確認ください。
ＰＣ版

『パチンコのトラ』管理画面

店舗ページ

⑧店舗情報
ガラケー版

店舗ページ

スマホ版・アプリ版

店舗ページ

1

9
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※実際の画像と異なる場合がございます。

基本情報になります。低貸しアイコン、ピクトグラムを表示させるには、コチラより情報を入力してくだ
さい。ホール特徴のチェックを入れるほど、検索にヒットしやすくなります。
ＰＣ版・スマホ版・アプリ版・ガラケー版全てのＴＯＰに表示
される画像になります。お店のロゴをお入れください。
地図をＧｏｏｇ
ｌ
ｅ
（グーグル）のＭＡＰにて表示させられます。
住所を入力します。
Ｇｏｏｇ
ｌ
ｅか画像どちらかを選択してください。
Ｇｏｏｇ
ｌ
ｅの場合は、入力した住所を元にマーカーが表示さ
れます。

Ｇｏｏｇ
ｌ
ｅを選択した場合
住所情報を設定 をクリックしてください。
地図を設定するウインドウが開きます。
位置が違う場合は、
直接 のマーカーを正しい位置に合
わせてください。 確定 をクリックすると反映されます。

検索キーワードは、
『 パチンコのトラ』内の検索で､ヒットし
ますので、
ホール名のひらがな・カタカナ・英字･略名等なる
べくヒットしやすいキーワードを入力してください。
※ホール様と直接関係のないキーワードの場合、
『パチンコのトラ』で削除する場合が
ございます。
例：パーラーラッキー
パーラーラッキー、ぱーらーらっきー、parlorlucky、
laｃky（間違われそうな名前等も）
半・全角、大・小文字どちらでも1種類でヒットします。

↑
このマーカーを移動させてください。

ホールの特徴を店舗情報のＴＯＰにピクトグラムで表示し
ます。
こちらにチェックを入れていただくことにより、詳細検索に
よるアクセスを増やせます。

クリック

再度クリックで閉じます。

Ｇｏｏｇ
ｌ
ｅ
（グーグル）
のＭＡＰ上で、
ホール様の店舗名が
違う、
存在していないなどは、
Ｇｏｏｇ
ｌ
ｅの管理下にあり、
弊社で変更、
修正などはできません。
その場合は、ホール様でご用意されたＭＡＰ画像をご
使用ください。

画像を選択した場合
画面が切り替わります。
ＰＣから画像を選択してくださ
い。

ご意見・ご要望の表示/非表示をホール様で設定できます。
ご意見・ご要望は、管理画面ＴＯＰにて確認できます。
こちらにアドレスを登録されますと、
メールにて転送も可能
となります。
ゴト対策等で、機種情報を全て入力しないホール様は、
こ
ちらに台数をご入力ください。
入力されない場合は、機種情報のデータを自動集計し、合
計数を表示します。

パチンコ・スロットの貸玉価格を入力してください。
こちらに低貸し設定を入力していただくと、低貸しホール
のアイコンがつきます。
サービス・設備コメントは、各7個まで掲載できます。
店長コメントは、スマホ版・アプリ版・ガラケー版のホー
ルTOPページに表示されます。
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※実際の画像と異なる場合がございます。

⑧店舗情報

《貸玉、貸コインについて》
をクリックすると、項目が表示されます。

サイトのページ全体を編集できます。デザインや配置を工夫して、オリジナリティを出してください。
表示させたいコンテンツの順番を変更できます。
プルダウンより順番を決めてください。また「−−−」の
選択で非表示にもできます。
この順番はＰＣ版・スマホ版・アプリ版・ガラケー版に連
動しています。

レギュラープラン・バリュープランの店舗様は、ページ
背景に画像をいれたり、色をつけることができます。

※背景画像と背景色の
どちらかが変更可能

⑨デザイン 写･真

レギュラープラン・バリュープランの店舗様は、ページの
レイアウトイメージを３パターンから選択できます。

Type-A

Type-Ｂ

Type-Ｃ

『パチンコのトラ』管理画面(レギュラープラン）

アクセスランキング等の表示画像となりますので、必ず
登録してください。
※登録画像サイズは５MB（５000ＫＢ)。ファイル形式は、jpg又はgif。
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※実際の画像と異なる場合がございます。

サイトのページ全体を編集できます。デザインや配置を工夫して、オリジナリティを出してください。
※前ページP15の

項目の順番変更で

設置機種情報の順番を変更した場合のＰＣ版・スマホ版・アプリ版・ガラケー版のプレビューです。
ＰＣ版

ガラケー版

ムービー情報
ムービー情報

ムービー情報
ムービー情報

パチ
パチトラアプリバナー
トラアプリバナー
携帯リンク
携帯リンク
comメールバナー
comメールバナー

パチ
パチトラアプリバナー
トラアプリバナー
携帯リンク
携帯リンク
comメールバナー
comメールバナー

店舗情報
店舗情報

店舗情報
店舗情報
⑨デザイン 写･真

スマホ版・アプリ版

フリースペース
フリースペース
会員専用ページ
会員専用ページ

設置機種
設置機種

ニュース
ニュース
フリースペース
フリースペース
求人情報
求人情報
賞品情報
賞品情報

設置機種
設置機種

会員専用ページ
会員専用ページ
ニュース
ニュース

求人情報
求人情報
賞品情報
賞品情報
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※実際の画像と異なる場合がございます。

コメント設定はHTMLが打ち込めます。また、
ＰＣ版とスマホ
版・アプリ版・ガラケー版で分けることが可能です。ただし、
ス
マホ版・アプリ版・ガラケー版は、機種によっては反映できな
いタグがございます。編集方法はP33〜36参照。
※コメント設定は、
レギュラープラン・バリュープランＢのコンテンツとなります。

更新時間を設定できます。
設定がない場合は、すぐに更新いたします。

ＰＵＳＨ通知の配信時間を設定できます。
ＰＵＳＨ通知は5分おきに配信処理を行います。
（配信には
タイムラグが生じます。）

設置機種のレイアウトを５パターンより選択できます。
ボタンをクリックするとすぐ下に選択したレイアウトが表
確認
示されます。お決まりになりましたら、一番下
ＯＫ ＞＞ をク
をクリックし、
確認画面が表示されますので
リックして、
更新してください。
更新していただかないとサイトへ反映されません。
※PC版のみの反映となります。

「アップロードについて」の画面

設置機種の一覧をＣＳＶのデータでアップロードできます。
形式はＣＳＶ形式のみとなります。
入力する項目については、
「アップロードについて」をク
リックして開いた
を参考にしてください。

⑩設置機種

項目について表記されています。この内容でCSVデー
タを作成してください。
画面下の「※サンプルダウンロード」で、サンプルのＣＳ
Ｖデータがダウンロードできますので、そちらを加工し
ていただいても構いません。
作成後は
よりアップロードしてください。

「②機種データ」をクリックすると、
『 パチンコのトラ』に登
録してある設置機種をCSVデータとして取得すること
ができます。
現在登録されている設置機種を修正したい時などにお使
いください。
CSVデータを修正をした後、
よりアップロードしてく
ださい。

サンプルダウンロード
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グループをパチンコ/スロット各１０グループまで分ける
ことができます。
グループ毎にグループタイトルを入力してください。
※ＭＡＸ、ミドル、甘デジ、バラエティー、羽根物、
１円パチンコ、２円パチンコ、４円パチンコ、５円スロットなど。

グループ毎の貸玉（メダル）の表示設定ができます。
こちらの設定は、詳細検索や、各機種情報から貸玉で店
舗を検索する時に反映されます。
貸玉（メダル）について をクリックすると、貸玉の設定項目
についての説明ページが開きます。
１グループ内の入力欄を増やしたい場合に、入力数をプ
ルダウンより選択してください。入力途中でも可能です。
設置機種の表示順を設定してください。
上から順に順位を付けたい場合は表示位置の上にある
表示順を指定 のアイコンをクリックすると入力した台、全て
に表示順がふられます。途中に挿入したい場合は、その
場所の番号を選択してください。更新時にその機種をそ
の番号の位置に含んでナンバリングし直します。表示し
ない場合は「---」のままにしてください。公開ページに
は反映されません。
新台の場合、チェックを入れてください。
機種名の横に NEW のアイコンが表示されます。
「非検索」設定されますと、機種名の1文字毎を「※」に
置き換え、正式名をわかりにくくします。また、機種検索
で貴店を表示できないようにします。

※文字が一致しないとリンクが反映されません。

リンクの張り方はP19参照
台数を入力してください。

確認画面

スロット欄になります。操作方法はパチンコと同様です。
登録を終えたら
表示されますので
ださい。

確認
ＯＫ

をクリックし、確認画面が
＞＞ をクリックして更新してく

設置機種で設定した台数が、ＷＥＢ上の店舗情報に公開
される合計台数となりますので、確認画面で、必ず合計
台数をご確認ください。
※ゴト対策等で機種情報を全て入力しないホール様は、P14
ご入力ください。
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にて台数を

※実際の画像と異なる場合がございます。

⑩設置機種

設置機種の入力欄です。
機種名は、
『パチンコのトラ』機種情報をコピー＆ペース
トしてください。自動的に『パチンコのトラ』機種情報の
リンクが張られます。
をクリックすると、
『パチンコのトラ』機
種情報のウィンドウが開きます。

設置機種に正確にリンクを張り、お客様の関心度をＵＰ！！

設置機種にある

をクリックします。

別のウィンドウにて
『パチンコのトラ 機種情報』
が開きます。
調べたい機種を「キーワード」や「メーカー」より検索して
ください。機種名の一部を入れていただくと、検索しやす
いです。
例：キーワードで「北斗の拳」

キーワード検索

⑩設置機種

「北斗の拳」の言葉が入った機種が、結果として表示さ
れます。
該当する機種名にをカーソルを合わせてコピーし、管理
画面の機種名の枠にペーストしてください。
確認
をクリックし、次の画面でリンクが張られ
ているか確認できます。
ＯＫ ＞＞ をクリックして更新してください。

メーカー検索

ぱちんこCR北斗の拳5覇者
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※実際の画像と異なる場合がございます。

設置機種の機種名にリンクを張る方法
★ちょこっと工夫★
★メールにリンク★
メールで新台情報を知らせる時、こちらのＵＲＬを
リンク設定していただくと、機種情報ページへアク
セスできます。
お客様に興味をもっていただくちょっとした工夫です。
「機種情報のURLをコピー」ボタンをクリックで、現在
開いている機種情報ページのURLを簡単にコピー
できます。
※ブラウザによってコピー機能がうまく作動しない場合があります。

★QRコードでご案内★
フリースペース・コメント設定・他サイトなどに貼り
付けていただくことで、スマホ版・アプリ版・ガラケー
版の機種情報ページのご案内ができます。
「QRコード拡大」ボタンをクリックすると拡大した
QRコードが表示されますので、そちらを画像保存し
ていただき、添付したい場所へ貼り付けてください。

★検索率ＵＰ★
機種情報を見たお客様（パチトラユーザー）が、
『こ
の機種を「１パチ」で導入している店舗を探したい』
というニーズにより設置したものです。
お客様の注目もある貸玉検索に貴店もヒットするよ
う設定をしてください。

コムデックス株式会社

0568-35-3180

info@comdex.ne.jp

※実際の画像と異なる場合がございます。

⑩設置機種

設定は、管理画面の設置機種から行えます。各１０グ
ループに分かれたパチンコ・スロットの枠右上にある
貸玉(メダル)と連動しています。

コメント設定はHTMLが打ち込めます。また、
ＰＣ版とスマホ
版・アプリ版・ガラケー版で分けることが可能です。ただし、
ス
マホ版・アプリ版・ガラケー版は、機種によっては反映できな
いタグがございます。編集方法はP33〜36参照。
※コメント設定は、
レギュラープラン・バリュープランＢのコンテンツとなります。

設置機種設定を行ってください。
取り込み日時：データをパチトラに取り込んだ日時
表示機種データ日時：パチトラに取り込んだデータの最終更新時間
最新機種データ日時：現在サーバー内にアップロードされている
最新ＣＳＶデータの最終更新時間

01.公開方法
自動：一定時間毎に最新情報に自動更新します。
NEWマーク・表示順・非検索等設定ができません。
手動： 最新データ取り込み をクリックして、機種データの流し込
みをその都度行います。
NEWマーク・表示順・非検索は、流し込みの都度、設
定する必要があります。
※自動から手動に切り替えた場合、 設置機種設定 をクリックし 更新 をクリックし
ていただくと、
左記の画面に 最新データ取り込み のアイコンが表示されます。
※手動から自動に切り替えた場合、
手動入力により設定したマーク等は外れます。

02.特賞情報ボタン表示
ボタンの設定です。チェックを外すと非表示となります。
03.表示端末
特賞情報の表示/非表示を各端末ごとに設定ができます。
※OFF設定の場合でもURLから直接検索をしたデータは表示されます。

04.表示設定
公開する特賞情報の項目になります。
反映先は、次ページにてご確認ください。

※ＰＴ(出玉・最大ＭＹ)については、
「 特賞ランキング」にて、パチトラ又はグルー
プランキングへの参加することを設定されている場合、パチトラ・グループ内
では表示されます。
※最大7日分表示できます。

05.デザイン設定
特賞情報ページのデザインを変更できます。
選択したデザインのプレビューが下に表示されます。
※ガラケー版の表示はテキスト表示のみとなります。

⑩設置機種︵ホールコンピューター連動︶

06.注意書き
特賞情報ページ下部にコメントを表示できます。
自動・手動共にホールコンピュータから新台情報が送ら
れてくるまで新台の表示がされません。
前もって、こちらに入力していただくことで、告知ができます。

最新データ取り込み後の画面

の設定が終わりましたら、 設置機種設定 をクリック。
確認画面になりますので、 更新 をクリックで設定完了です。
※必ずこちらをクリックして、設定を行ってください。設定をされない場合は初期設
定された「自動更新で全てを公開」になります。

↓ 手動にて、更新される場合 ↓
最新データ取り込み をクリックして、
最新データを取り込みます。
取り込みが終わりますと、次画面へ進みます。

機種名、台数は、ホールコンピュータより取り込まれてい
ます。機種ごとに各設定をしてください。

ＮＥＷ：機種名の横に NEW のアイコンが表示されます。
非検索：設定されますと、機種名の1文字毎を「※」に置き換え、正式名
をわかりにくくします。また、機種検索で貴店を表示できない
ようにします。
特賞非表示：個別で「特賞情報ボタン」の設定が非表示にできます。

貸玉
（メダル）
：検索にかかるよう、貸玉価格を設定してください。
確認
登録を終えたら
をクリック、確認画面が表示
ＯＫ ＞＞ をクリック
されますので、間違いがなければ
で、登録完了となります。

コムデックス株式会社

0568-35-3180

info@comdex.ne.jp

※実際の画像と異なる場合がございます。

設置機種から各台のデータが見られます。表示項目は設置機種の設定画面で選択できます。
『パチンコのトラ』貴店ページ設置機種情報の
閲覧の流れになります。
手入力した新台機種情報がこちらに反映さ
れます。
特賞表示、非検索、ＮＥＷマークの例
設置機種の

をクリック。

選択した機種の台が全て表示されます。
見たい台番号を選択して、 詳細 (ガラケー
版はその台の番号）
をクリック。
「特賞情報」を表示します。

NEW

※最大7日分まで表示できます。

非表示

↓表示設定した項目になります↓

特賞
非表示

大当り回数
総当たり 、大当たり(初当たり）、確変
最高連続回数
総スタート回数
PT（出玉・最大MY）
確率
確率（総当たり）、確率（初当たり）
折線グラフ表示
マスグラフ表示
⑩設置機種︵ホールコンピュータ連動︶
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PC版

コムデックス株式会社

0568-35-3180

ガラケー版

info@comdex.ne.jp

スマホ版・アプリ版

※実際の画像と異なる場合がございます。

コメント設定はHTMLが打ち込めます。また、
ＰＣ版とスマホ
版・アプリ版・ガラケー版で分けることが可能です。ただし、
ス
マホ版・アプリ版・ガラケー版は、機種によっては反映できな
いタグがございます。編集方法はP33〜36参照。
※コメント設定は、
レギュラープラン・バリュープランＢのコンテンツとなります。

特賞情報表示設定を行ってください。
データ登録日：データを取り込んだ日時を表示します。
（一定時間毎に最新情報に自動更新します。）

01.公開方法
自動： 一定時間毎に最新情報に自動更新します。
手動： 最新データ取り込み をクリックして、機種データの流し込
みをその都度行います。
※自動から手動に切り替えた場合、 特賞情報設定 をクリックし 更新 をクリックし
ていただくと、
左記の画面に 最新データ取り込み のアイコンが表示されます。
※手動から自動に切り替えた場合、
手動入力により修正した内容は上書きされます。

02.特賞情報表示
特賞情報の表示をパチンコ・スロットそれぞれで設定で
きます。
03.特賞情報ボタン表示
チェックを外すと非表示になります。
チェック
チェック ボタンの設定です。
詳細
詳細

04.表示端末
特賞情報の表示/非表示を各端末ごとに設定ができます。
※OFF設定の場合でもURLから直接検索をしたデータは表示されます。

05.グループランキング表示
グループでご利用いただいている場合、グループ内での
ランキングに参加するかを設定できます。

※「設置機種」にて、
ＰＴを非表示にされていましても、こちらを参加にチェック
をいれますと、ランキング内のＰＴは公開されます。

06.パチトラ特賞ランキング/特賞検索
『パチンコのトラ』エリアＴＯＰにありますパチトラ特賞ラ
ンキング、及び特賞（出玉）検索に参加するかを設定でき
ます。

※「設置機種」にて、
ＰＴを非表示にされていましても、こちらを参加にチェック
をいれますと、ランキング内のＰＴは公開されます。

⑪特賞情報︵ホールコンピュータ連動︶

07.順位の表示
ランキングにつく順位の表示を設定できます。
08.ランキング表示期間
ランキング表示期間を週間、月間で選択できます。

詳細
詳細
※「週間」の チェック
ボタンは特賞情報を7日分表示している場合、表示されます。
チェック

09.表示数
表示数をTOP3、5、10、30から設定できます。

設定を終えたら 特賞情報設定 をクリック、確認画面が表示さ
れますので、
間違いがなければ 更新 をクリックで、
登録完了
となります。

コムデックス株式会社

0568-35-3180

info@comdex.ne.jp

※実際の画像と異なる場合がございます。

↓表示設定した項目になります↓
特賞情報表示
特賞情報ボタン表示
グループランキング表示
パチトラ特賞ランキング/特賞検索
（ガラケー版は検索のみ）
『パチンコのトラ』各エリア TOP

順位の表示
ランキング表示期間

本日
前日
前々日
週間
月間
本日（グループ店）
前日（グループ店）
前々日（グループ店）
週間（グループ店）
月間（グループ店）

『パチンコのトラ』各エリア TOP

⑪特賞情報︵ホールコンピュータ連動︶

ガラケー版

PC版

スマホ版・アプリ版
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※実際の画像と異なる場合がございます。

毎月・毎週の定例ニュースは自動更新で表示される便利機能で更新の手間を省けます。
表示させるニュースを新規登録します。
コメント設定はHTMLが打ち込めます。また、
ＰＣ版とスマホ
版・アプリ版・ガラケー版で分けることが可能です。ただし、
ス
マホ版・アプリ版・ガラケー版は、機種によっては反映できな
いタグがございます。編集方法はP33〜36参照。
※コメント設定は、
レギュラープラン・バリュープランＢのコンテンツとなります。

表示されているニュースの表示順を変更できます。
表示の優先順位は下記のようになります。

必ず上部に表示：□にチェックを入れたものが、
常に最上位に表示され
ます。
当日ニュース：登録したニュースの中で、日付、曜日など当日に該当
する情報を自動で上位にあげます。
その他：上記２つに該当しない情報が登録された表示順で表示されます。

表示されているニュースの修正・削除ができます。
一括削除できます。□にチェックを入れて
クリックしてください。

更新

を

更新
表示順を変更された場合は、
をクリックして
ください。修正した順位が反映されます。

ここから

をクリックすると、新規登録画面が開きます。

の新規登録画面の説明になります。

更新時間を設定できます。
設定がない場合は、すぐに更新いたします。

⑫ニュース

ニュースの種類を選択してください。必須項目です。
『新台入替』
『ニュース』
『新装開店』
『休館・休日』
『その
他』の選択ができ、サイト内のホール日程表に選択した
種類ごとに分類され表示されます。
『新台入替』
『ニュース』
『新装開店』
『その他』は『パチ
ンコのトラ』各エリアＴＯＰへ、ホール様のページでは
ニュースに表示されます。
タイトルを入力してください。必須項目です。
『日程種類』を選択することで入力項目が変わります。
ただし『単日・期間』で「日の設定」がない場合や『不定期
開催 』と『 その他（日付なし）』を選択した場合は、各エリ
アTOPのホール日程表に表示されず、ホール様のペー
ジのみになります。表示させたい場合は、日時が決まり
次第、
『 単日・期間 』を再度選択し、開催日の設定を行っ
てください。
※一部エリアによって、表示項目が変わることがございます。

ニュースの内容を入力してください。必須項目です。

『ＰＣからアップロード』と『素材倉庫』から参照できます。
※登録画像サイズは、5M（5000kb)。ファイル形式は、jpg又はgif。

確認
登録を終えたら
をクリック、確認画面が表
ＯＫ ＞＞ をク
示されますので、間違いがなければ
リックで、登録完了となります。

コムデックス株式会社

0568-35-3180

info@comdex.ne.jp

※実際の画像と異なる場合がございます。

日程日当日『当日ニュース』として、ＨＰ内のニュース上位に自動
更新します。

単日・期間を選択します。
決定している日付にチェックを入れてください。
翌月にまたぐ時は、
【翌月】の日にちのみチェックをい
れてください。
（またぐ月にチェックはいりません。）
選択した日付が表示されますので、ご確認ください。

選択した曜日に『当日ニュース』として、ＨＰ内のニュース上位に
自動更新します。

定例【曜日】を選択します。
決定している曜日にチェックを入れてください。
選択した曜日が表示されますので、ご確認ください。
日程日当日『当日ニュース』として、ＨＰ内のニュース上位に自動
更新します。

定例【月】を選択します。
決定している日にちにチェックを入れてください。
選択した日にちが表示されますので、ご確認ください。

不定期開催を選択します。日にちが確定されていませんの
で、各エリアＴＯＰのホール日程表には反映されません。
反映させる場合は、
「単日・期間」に変更して日にちを確定
させてください。
ホール様のページには、日付欄に「不定期開催」と表示さ
れます。
日にちが確定されていませんので、各エリアＴＯＰのホール日程
表には反映されません。

その他を選択します。ニュースにて、日程日の決まって
いないＰＲなどを表示される場合にご使用ください。

コムデックス株式会社
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※実際の画像と異なる場合がございます。

⑫ニュース

日にちが確定されていませんので、各エリアＴＯＰのホール日程
表には反映されません。

･･･レギュラープランコンテンツ

･･･レギュラープランコンテンツ

･･･バリュープランコンテンツ

･･･バリュープランコンテンツ

より優秀なスタッフを集めるためのアピール窓口です。 他店とはちがう自慢の賞品をアピールして集客力ＵＰ。

表示させる求人情報を新規登録します。
コメント設定はHTMLが打ち込めます。また、
ＰＣ版とスマホ
版・アプリ版・ガラケー版で分けることが可能です。ただし、
ス
マホ版・アプリ版・ガラケー版は、機種によっては反映できな
いタグがございます。編集方法はP33〜36参照。
※コメント設定は、
レギュラープラン・バリュープランＢのコンテンツとなります。

表示されている求人情報の表示順を変更できます。
表示されている求人情報の修正・削除ができます。
表示させる賞品情報を新規登録します。
更新
表示順を変更された場合は
さい。修正内容が反映されます。

をクリックしてくだ

をクリックすると、新規登録画面が開きます。

コメント設定はHTMLが打ち込めます。また、
ＰＣ版とスマホ
版・アプリ版・ガラケー版で分けることが可能です。ただし、
ス
マホ版・アプリ版・ガラケー版は、機種によっては反映できな
いタグがございます。編集方法はP33〜36参照。
※コメント設定は、
レギュラープラン・バリュープランＢのコンテンツとなります。

表示されている賞品情報の表示順を変更できます。
表示されている賞品情報の修正・削除ができます。
更新
表示順を変更された場合は
さい。修正内容が反映されます。

をクリックしてくだ

をクリックすると、新規登録画面が開きます。

⑭賞品情報
⑬求人情報

表示・非表示の設定ができます。

表示・非表示の設定ができます。

賞品情報をご入力ください。

求人情報をご入力ください。

「ＰＣからアップロード」と「素材倉庫」から参照できます。
※登録画像サイズは、5M（5000KB)。ファイル形式は、jpg又はgif。

コムデックス株式会社
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※実際の画像と異なる場合がございます。

･･･レギュラープランコンテンツ
･･･バリュープランコンテンツ

ＨＴＭＬタグで表現できるので、既存のコンテンツでは伝えきれない情報、ホールカラーを思うままに伝え
ることができます。
作成するコメントを開きます。
プレビューと並べておくと、作成の進行を目で確かめら
れるので、わかりやすいです。

プレビュー画面イメージ

PC版
入力部分

スマホ版・アプリ版・ガラケー版のページタイトルが変更
できます。
例）
おすすめ情報
営業案内

HTMLが打ち込めます。また、
ＰＣ版とスマホ版・アプリ版・ガ
ラケー版で分けることが可能です。ただし、
スマホ版・アプリ
版・ガラケー版は、
機種によっては反映できないタグがござい
ます。編集方法はP33〜36参照。

⑮フリースペース

スマホ版・アプリ版・ガラケー版
入力部分
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※実際の画像と異なる場合がございます。

･･･レギュラープランコンテンツ
･･･バリューＢプランコンテンツ

店舗情報や、店内の様子などアピールしたい
様々な情報をムービーで流せます。
お手持ちのガラケー、スマホ、デジカメで撮った
ムービーも簡単にＵＰできます。

ＰＣ版 ムービーイメージ

表示させるムービーの新規登録を行います。
手順は次ページを参照。

ガラケー版

スマホ版・アプリ版

コメント設定はHTMLが打ち込めます。また、
ＰＣ版とスマホ
版・アプリ版・ガラケー版で分けることが可能です。ただし、
ス
マホ版・アプリ版・ガラケー版は、機種によっては反映できな
いタグがございます。編集方法はP33〜36参照。
※コメント設定は、
レギュラープラン・バリュープランＢのコンテンツとなります。

表示されているムービーの表示順を変更できます。
更新
変更する時は、
プルダウンで順番を変更後、
をク
リックすると反映されます。

スマホ版・アプリ版 ムービーイメージ

⑯ムービー

ガラケー版 ムービーイメージ
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※実際の画像と異なる場合がございます。

･･･レギュラープランコンテンツ
･･･バリューＢプランコンテンツ

をクリックすると、新規登録画面が開きます。

表示・非表示を選択します。
画 像 ：ムービー内容のわかる画像を登録します。
パチトラサイト内「ムービー」及び、管理画面内
「素材倉庫」
「ムービー」でのサムネイルとなり
ます。
※登録画像サイズは５MB
（５000kb)。
ファイル形式は、
jpg又はgif。

ムービー：
「ＰＣからアップロード」
と
「素材倉庫」から参照でき
ます。

※ムービーファイルのサイズは10MBまでです。
※対応ムービーファイルの形式はwmv、
mpg、
avi、
mp4、
3gp、
3g2、
movです。
※機種により再生できないものや、
画質・音声等の質が低下する場合が
ございます。
※1分以上のものは機種により、
最後まで再生できないものがございます。

①「ＰＣからアップロード」の場合
ムービーのサムネイルとなる画像とムービーをそれぞれ
参照 より選択してください。
※アップロードされた動画は、
「素材倉庫」の「ムービー素材」に追加されます。

②「素材倉庫」の場合
表示画面が切り変わりますので、
その中から選択してくださ
い。素材倉庫に登録された、
画像・ムービーを使用できます。
店舗素材

メーカー素材

※パチンコ・スロット・メーカーで絞り込みできます。

お気に入り素材

アップロードできないファイル形式もあります。
その場合は、
ｗｍｖ形式へ変換してください。
こちらをクリックすると、
Windows Media エンコーダにつ
いての説明を表示します。

アップロードした情報をサーバーに転送しますので、
内容を
ＯＫ ＞＞ をクリックしてください。
確認のうえ、
ムービーをサーバーに転送しています。
画面が切り替わるまで数分かかる場合がございますのでし
ばらくお待ちください。
こちらの画面でムービーの登録完了となります。

コムデックス株式会社
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※実際の画像と異なる場合がございます。

⑯ムービー

確認
入力が終わったら、
をクリック。
ムービーをサーバーにアップします。画面が切り替わるまで
数分かかる場合がございますのでしばらくお待ちください。

･･･レギュラープランコンテンツ
･･･バリュープランコンテンツ

会員専用ページを設定する事によって、会員様だけに伝えられる情報や期間限定情報などプレミアム
なコンテンツを提供する事ができます。

使い方のコツ

パスワードの伝え方
メール会員限定にする場合、
メールでパスワードをお知らせする。
来店を促すなら、
チラシに「店内カウンターにてパスワードを
掲示する」等のコメントを入れてご案内する。
内容
誰でもわかる内容ではなく、
ここを見たからこそわかる内容
を掲載する。
時間ごとに情報を更新するなど、
チェックしたくなるように掲
載する。
※PC版

PC版
入力部分

※スマホ版・アプリ版

スマホ版・アプリ版・ガラケー版
入力部分

※ガラケー版

表示期間を設定できます。
指定がない場合は、表示され続けます。
会員専用のページのパスワードを設定します。
パスワードは半角英数１６文字までに設定してください。

⑰会員専用ページ

スマホ版・アプリ版・ガラケー版のページタイトルが変更
できます。
例：本日の最新情報、ジャグラー研究所
HTMLが打ち込めます。また、
ＰＣ版とスマホ版・アプリ版・ガ
ラケー版で分けることが可能です。ただし、
スマホ版・アプリ
版・ガラケー版は、
機種によっては反映できないタグがござい
ます。編集方法はP33〜36参照。
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※実際の画像と異なる場合がございます。

射幸心をあおる言葉、ふさわしくない特定の言葉をこのコンテンツで設定することで、規制することができます。
規制を「注意のみ」
「更新不可」の２つより選択できます。
注意のみ：各コンテンツ内でワードフィルタに登録された言葉を使
用するとアラートが表示され、確認画面にて赤文字にて
ワードを表示します。
更新不可：同じくアラート、赤文字表示がされ、更新できないよう
キャンセル で編集画面へ戻します。

＞＞

パチトラ側が設定したワードです。
チェックにより、反映させるか選択ができます。

グループ管理画面にて設定したワードです。
チェックにより、反映させるか選択ができます。

ホール様で設定する場合は、
こちらに入力してください。
単語毎に改行してください。
（1行に1単語）

例：ニュースを入力時に「げきあつ」という言葉を文中に使用した。

1 ニュースの文中に「げきあつ」という言葉を
使用し、
気付かず

確認

をクリック。

2 ワードフィルタにかかった言葉をアラート
にて表示。

3 確認画面に赤文字にて表示。

サイト内でのプレビューが確認できます。上下に設置されたボタンをクリックすることで、PC版・スマホ版
（アプリ版）
・ガラケー版の表示切替ができます。

ＰＣ版のホール様のページ全体がプレ
ビューにて確認できます。

ガラケー版のホール様のページ全体が
プレビューにて確認できます。
こちらのプレビューでは、ムービーは
再生されません。

スマホ版のホール様のページ全体が
プレビューにて確認できます。

※あくまでイメージです。必ず実機での確認をお願いいたします。
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※実際の画像と異なる場合がございます。

･･･レギュラープランコンテンツ
･･･バリュープランコンテンツ

「パチンコのトラ」更新プログラムでは、フリースペース及び各コンテンツのコメント設定にHTMLタグの
挿入が行えます。 ※バリューAプランでは各コンテンツのコメント設定はご利用できません。
ＰＣ版装飾ツールです。
このツールを使用することで文面に簡単に装飾ができ
ます。各アイコンの説明は下記をご覧ください。
ＰＣ版コメントを入力してください。
ＰＣ版のプレビューを別ウインドウで開きます。
入力画面とプレビューを並べて作業すると、作成しやす
いです。

PC版
入力部分

ニュース、
フリースペース、
会員専用ページにつきましては、
スマホ版・アプリ版・ガラケー版のタイトルを変更できます。
スマホ版・アプリ版・ガラケー版の装飾ツールです。
ＰＣ版の内容をスマホ版・アプリ版・ガラケー版にコピーで
きます。
携帯端末では表示できないタグを使用している場合、直接
入力してください。
スマホ版・アプリ版・ガラケー版
入力部分

スマホ版・アプリ版・ガラケー版コメントを入力してください。
スマホ版・アプリ版・ガラケー版のプレビューを別ウインドウ
で開きます。

文字のサイズを「8px 〜 72px」
「太」に変更できます。
※スマホ版・アプリ版・ガラケー版は「大」
「中」
「小」
「太」からお選びください。

画像が挿入できます。
自動で収集されたYouTubeの動画が挿入できます。

文字の色を変更できます。

絵文字の挿入ができます。
クリックで一覧が表示されます。
背景の色を変更できます。

選択した行の文字が動き、左へ流れて、右から戻ってきま
す。絵文字も対応できます。

横一線のシンプルな区切り線を入力できます。
文字・画像の配置を「左揃え・中央揃え・右揃え」にできます。
入力した文字にリンクを張れます。
入力した文字を反転させアイコンをクリックします。
「ハイ
パーリンク」のウィンドウが開きます。
リンク先のＵＲＬを入
力してください。

ください。

選択した行の文字が動き、左右へ動きます。
絵文字も対応できます。
選択した文字のみ点滅させることができます。
絵文字も対応できます。
装飾した文字を元に戻すことができます。元に戻したい文
字や画像のタグからタグまで正確にカーソルを合わせてく
ださい。

の文字を装飾する場合は、装飾したい範囲をドラッグして反転させてからアイコンをクリックして
を挿入する場合は、挿入したい場所にカーソルを合わせてから、
アイコンをクリックしてください。

の装飾を取り消す場合は、取り消したい文字とその文字の前後のタグをドラッグして、反転させてからアイコンをクリック
してください。
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※実際の画像と異なる場合がございます。

･･･レギュラープランコンテンツ
･･･バリュープランコンテンツ

作成するコメントを開きます。
プレビューと並べておくと、作成の進行を目で確かめら
れるので、わかりやすいです。

サンプル文①（装飾する場合）
8月30日(火) ※カーソルで反転
AM9:00オープン
最新導入機種
【パチンコ】
ウルトラマンセブン
エースをねらえ！
遠山の金さん〜燃えろ桜吹雪〜
野生の王国 SUN
CR北島三郎 魂の唄
CRPACHINKO 天 天和通りの快男児
【スロット】
政宗
銀と金

サンプル文②（装飾を解除する場合）

文字色：赤 タグ
<サイズ：8px><色:#FF0000>8月30日(火)</色></サイズ>

文字サイズ「8px 〜 72px」タグ
サンプル文③（装飾を1部分解除する場合）
<サイズ：8px><色:#FF0000>8月30日(火)</色></サイズ>

色のみなら

の部分だけを削除。

プレビュー画面イメージ

入力する文がある場合は、最初に全て入力します。
装飾は最後にまとめて行ってください。
装飾を行いながら作成していくと、タグが入り乱れ、
うま
く表示できない場合があります。
装飾する場合
装飾ツールを使用するときは、サンプル文①のように、装
飾したい範囲をカーソルで囲み反転させてから、装飾ボ
タンをクリック。
装飾解除する場合
サンプル文②のように、解除したい範囲をカーソルで囲
み反転させてから、装飾クリアボタンをクリック。
この時、必ず解除するタグからタグまでを囲んでください。
※文字に掛ける装飾はタグとタグにはさまれた形になって
います。
『パチンコのトラ』では、タグが誰にでもわかりやすいよ
うに、
日本語表記にしてあります。
複数の装飾がかかった文から１つの装飾をはずしたい場
合は、
この前後の対になったタグを消すことで可能です。
（サンプル文③）
全体に装飾をし、
プレビューで確認できたら、更新して完了
です。
（サンプル文④）

サンプル文④

サンプル文④のプレビュー

<中央>
<色:#FF6666>8月30日(火)</色>
AM9:00オープン
最新導入機種
<サイズ:23px>【パチンコ】</サイズ>
<色:#FF6666>ウルトラマンセブン</色>
<色:#FF9900>エースをねらえ！</色>
<色:#33CC00>遠山の金さん〜燃えろ桜吹雪〜</色>
<色:#3333FF>野生の王国 SUN</色>
<色:#993399>CR北島三郎 魂の唄</色>
<色:#CC0000>CRPACHINKO 天 天和通りの快男児</色>
<サイズ:23px>【スロット】</サイズ>
<色:#FF0000>政宗</色>
<色:#333399>銀と金</色>
<画像:0:http://www.p-tora.com/create̲img/shared/base̲php8x6omV.jpg>
一挙<サイズ:25px><色:#FF6666>８</色></サイズ>機種大量導入!!
最新機種から定番機種まで
幅広いラインナップ<絵文字:f9a7><絵文字:f9a7>
</中央>
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8月30日(火)
AM9:00オープン
最新導入機種

【パチンコ】

ウルトラマンセブン
エースをねらえ！
遠山の金さん〜燃えろ桜吹雪〜
野生の王国 SUN
CR北島三郎 魂の唄
CRPACHINKO 天 天和通りの快男児

【スロット】
政宗
銀と金

一挙８機種大量導入!!
最新機種から定番機種まで
幅広いラインナップ

※実際の画像と異なる場合がございます。

･･･レギュラープランコンテンツ
･･･バリュープランコンテンツ

フリースペース、会員専用ページ及び各コンテンツのコメント設定（レギュラープラン・バリューBプラン）
にあるYouTube装飾ツールを使用し、自動で収集されたYouTube動画が簡単に貼り付けられます。
動画を挿入したい場所にカーソルを合わせます。

YouTubeのアイコンをクリックします。

自動で収集されたYouTube動画のサムネイルウィンド
ウが開きます。

PC版
入力部分

「お気に入り」
「パチンコ」
「スロット」
より検索できます。

※「お気に入り」は管理画面、素材倉庫でお気に入りの登録が行われている動画を
表示されます。

メーカー一覧より検索できます。

動画の一覧が表示されます。
スマホ版・アプリ版・ガラケー版
入力部分

※１掲載登録日、
最新のものには

※１

表示されております。

※2

マークが

※2 動画の機種名が表示されます。

※3

※3メーカーが表示されます。

と動画の種別が確認でき、動画
のサムネイルとテキストにリンクする際にお使
いいただける動画URLが表示されております。

※4
※4

※5
「420×315」
「480×360」
「640×480」

から動画サイズを選択し、 選択 ボタンをク
リックすると、編集画面のカーソルの位置に動
画を貼りつける事ができます。

※5
YouTobe動画サムネイルウィンドウ

注）YouTube装飾ツールを使用して動画を挿入した場合、
ガラケー版、スマホ版android
は弊社での機種名がテキストリンクとして掲載され、i Phoneは width=240ｐｘ で掲載
されます。
スマホ版・アプリ版・ガラケー版の編集で PC版用作成画面のソースをコピーする ボタンを
使用した場合は、
自動でスマホ版・アプリ版・ガラケー版の仕様に変換されます。
PC版用作成画面のソースをコピーする

Point！
！

例）PC版プレビュー画面

YouTube動画を貼りつけた後、他
の装飾ツールで、
「タイトル」
「中央
寄せ」
「背景色」等の装飾をすると、
華やかに演出できます。
必ずPC版、スマホ版・アプリ版・ガラ
ケー版プレビュー画面を確認し編集
を行ってください。

注）掲載されている動画は「YouTube」にアップロードされている
ものであり、
動画の著作権は引用元にあります。
著作権を侵害していると疑われる場合は、通知されたコンテン
ツは速やかに削除します。
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※実際の画像と異なる場合がございます。

･･･レギュラープランコンテンツ
･･･バリュープランコンテンツ

『パチンコのトラ』でご紹介している動画以外のYouTube動画を載せる場合の編集方法です。
掲載したいYouTube動画のページを開きます。
装飾ツールのYouTubeアイコンをクリックして開いたYouTube動画サムネイルウィンドウ
で、YouTubeのロゴをクリックするとYouTubeにアクセスできます。

YouTobe動画サムネイルウィンドウ

「

共有」をクリックします。

選択項目が表示されるので、①「共有」か②「埋め込みコー
ド」をクリックし、下に表示されるURLかソースをコピーし、
ペーストします。

①共有

①「共有」
（リンク挿入方式）
の場合
コメント入力欄に動画のタイトルを入力し、装飾したい範囲を
カーソルで反転させます。
リンク設定前

②埋め込みコード

装飾ツールのリンク挿入アイコンをクリックし、
リンク設定ウィ
ンドウを開き、 でコピーしたURLをペーストし、リンクを設定 ボ
タンをクリックすると、
リンクが張られます。
①「共有」
（リンク挿入方式）のプレビュー
PC版
リンク設定ウィンドウ
スマホ版・アプリ版

ガラケー版

リンク設定後

②「埋め込みコード」
（インラインフレーム方式）
の場合
コメント入力欄に
さい。

②「埋め込みコード」
（インラインフレーム方式）のプレビュー
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でコピーしたソースをペーストしてくだ

※著作権侵害などの恐れがある動画は使用しないでください。
※必ず「プレビュー」で確認をしながら編集してください。
※「埋め込みコード」
（インラインフレーム方式）
は、
スマホ版・ア
プリ版・ガラケー版では非推奨です。
リンク挿入方式で編集し
てください。

※実際の画像と異なる場合がございます。

3)第三者又は本サービスに損害を与え、
又は与えるおそれのある行為
4)事実に反する情報を提供する行為
5)本サービスを通じて提供される情報を改ざんする行為
6)弊社の承認なく、
本サービスを通じ、
又は関連して営利を目的とする行動を行う行為
7)第三者の著作権、
その他の知的財産権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
8)他の利用者や第三者を誹謗又は中傷、
名誉を傷つける行為
9)他の利用者や第三者のプライバシーを侵害する行為
10)公序良俗に反する行為
11)本サービスの運営を妨害する行為、
あるいは妨害するおそれのある行為
12)諸法令に違反する行為又は違反するおそれのある行為
13)その他、
弊社が不適切と判断する行為
第１９条（情報提供の変更・中止・中断） 1.本サービスから提供される情報及びデータは、
弊社が提携する

2.本サービスの利用者は、
次の各号に同意の上、
利用契約を締結するものとします。
1)本サービスへのアクセス及び利用に必要なすべての設備を持ち、
第三者サービスプロバイダーへのアクセ
スが可能であること
2)本サービスの利用に対して、
弊社が別途定める料金の支払いに応じること
3)本規約のすべての条項に同意すること
4)弊社が提供する利用者への宣伝目的の情報や製品サービスを受け取ること
第５条（利用登録の申し込み） 弊社が定める本申込書の提出をし、
弊社が受理することにより申し込みとし
ます。利用登録を申し込む者（以下「申込者」）
から弊社へ提供される情報が不正確である場合、
弊社は申
込者の登録を拒否することができます。
第６条（登録申込の承諾） 1.第５条により本サービスの利用登録申込があった場合、
弊社は申込者が本規
約に同意するものと受け止め、
登録資格の審査を行います。

には、
弊社が別途定める様式の書面の提出により申し出なければならないものとします。

一切の責任を負わないものとします。
2.弊社は、
本サービスを通じて行われた利用者と第三者との物品売買等の取引に関する債務の履行、
瑕疵
及びその他取引に関して生じた紛争については一切の責任を負わないものとします。
3.利用者の登録資格の中断又は取り消しに起因して、
利用者又は第三者に生じた損害について、
弊社は一
切の責任を負わないものとします。
4.利用者提供の情報の取得に関し、
正規に取得したものと見做し、
その取得方法に関し、
弊社は一切の責
任を負わないものとします。

4.レギュラープラン利用者及びバリュープランのメール配信機能利用者は、
弊社との利用契約にあり、
会員情
報は公開、
譲渡は行えないものとします。
第９条（登録情報変更の届出） 1.利用者は、
弊社への届出内容に変更があった場合は、
弊社が別途指定
する方法により速やかに届出をするものとします。
2.本条第１項の届出がなかったことに起因して利用者又は第三者が被る損害に対して、
理由の如何にかか
わらず弊社は一切責任を負わないものとします。
第１０条（権利の譲渡禁止） 利用者は、
本契約に基づく権利又は義務の一切について、
第三者に譲渡し、

平成

年

月

日

5.弊社は、
本サービスの提供が中断したことを理由にサービス料の減額、
返金は一切行わないものとします。

する電話料金等は、
利用者がこれを負担するものとします。

4.本サービスを利用するために必要な通信機器等の設備費用、
及び本サービスへのアクセスに伴って発生

宜利用者に告知するものとします。

合、
弊社はその旨についてオンラインを通じて掲示するか、
又は弊社が適当と判断するその他の方法で、
適

3.弊社は利用者の承諾なく、
本条第１項により定めるサービス料を変更することができるものとします。
その場

2.サービス料は１ケ間を単位に算定します。

2014.12改訂

印

第２８条（準拠法） 本規約に関する準拠法は、
日本法とします。

第１３条（サービス料の算定） 1.本サービスにおける料金（以下「サービス料」）
の算定方式は、
弊社が別途

(自署)

裁判所を利用者と弊社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第１２条（サービス利用上の制約） 利用者は、
本サービスの利用登録の経路・手段等によっては、
特定のサ
ービスを利用できない等の制約を受けることを了承するものとします。

利用者名

第２７条（専属的合意管轄管轄裁判所） 利用者と弊社の間に訴訟の必要が生じた場合は、
名古屋地方

3.本サービスの最低利用期間は１年とします。

定めるとおりとします。

第２６条（協議事項その他） 本規約に定めのない事項や疑義が発生する場合には、
弊社と利用者は十分
に話合い、
友好的な解決に向けて努力するものとします。

2.本サービスの提供区域は、
日本国内に限ります。

第２５条（損害賠償） 利用者は、
本サービスの利用において故意又は過失により弊社に損害を与えた場合

性等について、
一切の責任を負わないものとします。又、
これらの情報等に起因して生じた損害に対しても、

用に関連して支払うべき全ての金員を、
直ちに弊社に支払うものとします。

には、
その損害を賠償するものとします。

第２４条（免責） 1.弊社は、
利用者が本サービスの利用を通じて得た情報の正確性、
特定の目的への適合

す。
なお、
本契約を解除されることとなった利用者は、
解約の日までに発生した料金、
その他本サービスの利

第１１条（本サービスの内容） 1.本サービスの内容は、
その時点で合理的に提供可能なものとします。

三者からの問い合わせは相互に協力し対応する事とします。

3.本条の規定により利用契約が解除された場合、
弊社は既に支払われた料金を一切返却しないものとしま

引き受けさせ、
又は担保に供してはならないものとします。

第２３条（個人情報の取り扱い） 弊社は、
利用者の個人情報を別途オンライン又はその他の方法にて掲示
する
「プライバシーポリシー」に基づき、
適切に取り扱うものとします。又、
弊社に登録した利用者に関連する第

5)その他、
弊社が利用の継続を適当でないと判断した場合

3)サービス料支払いの遅延又は不履行があった場合
4)本規約に違反した場合

本サービスを通じて提供される著作物を、
著作権法で定める私的使用の範囲内でのみ利用するものとしま
す。

2)虚偽の内容に基づいて利用登録の申込を行ったことが判明した場合

第２２条（著作権等） 利用者は、
事前に弊社又は著作権者の特段の許諾がある場合を除き、
原則として、

2.弊社は、
本条第１項に基づいて弊社が行った措置により、
利用者又は第三者に生じたいかなる損害につい

第８条（解約、
登録資格の中断又は取り消し） 1.利用者は、
本サービスの利用契約を解約しようとする場合

知を行った上で、
本サービスを廃止することがあります。

4)その他弊社が本サービスの運営上又は技術上、
本サービス提供の中止又は中断が必要と判断した場合

第７条（利用契約の成立） 本申込書の提出を以って、
弊社がこれを承諾した時に契約の成立といます。

1)第１８条（禁止事項）
に該当すると弊社が判断した場合

3)予期せぬサーバーの障害等により、
サーバーが停止した場合

とします。

第２１条（本サービスの廃止） 弊社は、
オンラインその他合理的と判断される方法によって利用者に事前通

2)火災、
停電、
戦争等の不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合

4.本条第１項の審査の結果、
弊社が本サービスの利用を承諾しない者には、
弊社よりその旨を通知するもの

ることができるものとします。

1)本サービスに係るコンピューターシステム又はサービス用設備の保守作業を定期的に又は緊急に行う場合

者にはメールアドレスを発行するものとします。

ても理由を問わず一切の責任を負わないものとします｡

一部を中止あるいは中断することができるものとします。

もに、
利用者ごとにＵＲＬを発行し、
加えてレギュラープラン利用者及びバリュープランのメール配信機能利用

2.弊社は、
第７条に基づいて利用契約が成立した後であっても、
利用者が次に掲げる各号のいずれかに該

第２０条（サービス提供の中止・中断） 1.弊社は、
以下のいずれかの場合には、
本サービス提供の全部又は

3.本条第１項の審査の結果、
弊社が本サービスの利用を承諾した者には、
弊社より登録完了を通知するとと

当すると弊社が判断したときは、
弊社は直ちに利用者の利用登録を取り消し、
利用者との利用契約を解約す

2.弊社は、
本条第１項に基づいて提携会社からの情報提供及びデータ更新が変更・中止・中断されたことに
より、
利用者又は第三者に生じたいかなる損害についても理由を問わず一切の責任を負わないものとします。

2)その他、
弊社が登録申込者の本サービス利用を適当でないと判断した場合

ります。

2)有害なコンピュータプログラム等を本サービスに関連して使用し若しくは提供する行為

ることにより、
利用契約を締結した者をいいます。

1)利用登録申込の際の申告事項に、
虚偽の記載、
誤記、
又は記入漏れがあった場合

1)他の利用者の登録情報及びメールアドレス等を不正に使用する行為

第４条（利用者） 1.利用者とは、
弊社の定める手続きにより利用登録を申し込み、
かつ弊社がそれを承諾す

情報提供会社（以下「提携会社」）
からのものが含まれますが、
当該情報提供及びデータ更新は、
提携会社

第１８条（禁止事項） 次の各号に該当する行為を禁止します。

ることにより、
本規約を変更することができるものとします。

との提携関係の存廃、
提携会社によるサービスの変更等の理由により予告なく変更・中止・中断することがあ

へのサービスのご利用を一旦停止することができるものとします。

第３条（変更） 弊社は、
利用者の承諾を得ることなく、
本サービスを通じてあるいはその他の方法で掲示す

するものとします。

第１７条（料金支払い遅延時の処置） 利用者の利用料金の支払いが遅延した場合、
弊社は当該利用者

わらず、
本規約の一部を構成するものとします。

2.申込者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると弊社が判断した時は利用登録を承諾しないことに同意

第１６条（決済） 当月利用の翌月払いとします。
その他、
弊社が定める方法により支払うものとします。

スの「ご案内」又は「ご利用上の注意」等で規定するサービス上の利用条件等の告知も、
名目の如何にかか

第１５条（決済手段） 決済は銀行振込又は口座振替とします。又、
銀行振込の際、
振込手数料は利用者
が負担するものとします。
その他、
弊社が定める方法により支払うものとします。

第２条（適用範囲） 本規約は、
本サービスの利用に関し、
弊社、
ホール及び利用者に適用されるものとしま
す。弊社が本規約本文の他にオンラインあるいはその他の方法により随時提示する料金規定及び各サービ

録条件及び利用条件を規定したものです。

第１４条（サービス料の種別） サービス料には以下の種別を設けるものとします。
イ) 基本料 ロ）
その他有料サービス料 ハ) 初期費用

第１条（目的） この利用規約（以下「本規約」）
は、
コムデックス株式会社（以下「弊社」）
が提供するホール
のホームページ及びメール配信サービス
（以下「本サービス」）
に関して、
登録利用者（以下「利用者」）
の登

利用規約

『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
0568-35-3180
info@comdex.ne.jp
（受付時間： 月〜金曜日 9 〜 18 時）
2015年12月

