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景品管理システム
POS

RM-1100W

会員データの確認、入力や
日報印刷も簡単

待ち受け時の単価表示も
自由に変えられる

お店のロゴを液晶画面に表示

タッチパネル付き液晶表示で
操作がわかりやすい

【特徴】 

●寸　　法：W382×D422×H340 mm　
●重　　量：12 kg　
●電源電圧：AC100V±10%（50/60Hz）
●消費電力：80 VA 
●プリンタ：感熱ラインドット方式

●寸　　法：W250×D369×H1500 mm
●本体高さ：810 mm（突起部は除く）
●重　　量：37kg　ラック 18kg
●電源電圧：AC100V±10%（50/60Hz） 
●消費電力：95VA 

●寸　　法：W100×D295×H112 mm
●重　　量：1.6 kg
●電源電圧：AC100V±10%（50/60Hz）
●消費電力：15 VA

玉計数機

PS-8500

貯玉・会員システム
管理サーバー

NSV-800C

再プレイ機

RT-1100

会員カード受付機

CR-80Ⅱ

（各台再プレイ対応モデル）

（玉再プレイ機）

RM-1100S
（メダル再プレイ機〈シングルタイプ〉）

（メダル再プレイ機〈ダブルタイプ〉）

NBX-600C
（エントリーモデル）

P2 P3

●POS単体で倉庫管理もセキュリティー管理も可能
　上位の管理コンピューターは不要
●帳票はロール紙、A4用紙両方対応  
●会員カード受付機CR-80Ⅱ（別売り）と接続して、
　貯玉会員運用も可能
●各社各台計数システムのカードリーダーに
　接続可能（お問い合わせください）

【特徴】 

RT-1100

●寸　　法：W250×D369×H1500 mm
●本体高さ：810 mm（突起部は除く）
●重　　量：32kg　ラック 18kg
●電源電圧：AC100V±10%（50/60Hz）
●消費電力：1ドライブ動作時　270VA  

2ドライブ動作時　530VA

RM-1100

●貯玉運用設定も細かく設定可能
●操作が簡単

POS（PS-8500)と連動して、
貯玉・会員処理が可能

PS-8500

CR-80Ⅱ

他社各台計数機との接続対応
各社の景品払出機と接続可能

乗入意志確認機

【特徴】 
●寸　　法：W260×D216×H130～290 mm　
●重　　量：4.5 kg　
●電源電圧：AC100V±10%（50/60Hz）
●消費電力：0.18 VA 
●表　　示：10.1インチ カラー液晶 タッチパネル付き

KN-80

●お客様の操作のみで処理が完結
●通信線1本と電源ケーブルだけの簡単設置
●残高照会、履歴照会もスピーディ
●待ち受け動画対応

貯玉乗入の手続きを
お客様のみの操作で実現

Digital Signage
USBメモリで簡単設定

各社の各台再プレイサンドに対応
（NSV-800C時)



工具不要でメンテナンスが簡単

他にも多彩な表示

シャッター機能により、スタッフの確認なしでは
玉を流すことが出来ません(オプション）

お店のロゴだけでなく、
使用形態に合わせて画面を
カスタマイズ可能

楽しい計数中のアクション表示

各社の発券機と接続可能

操作ログを液晶画面に表示したり、
プリンタに印字
（操作した担当者の特定も可能）

計数機

レシート発券機

メダル計数機

P4 P5

MC-2525シリーズ

HP-330 HP-350
（会員カード対応）

玉計数機

PC-3500シリーズ

QS-1100シリーズ
（縦型）

●寸　　法：W577×D422×H315 mm（発券機含む） 
●重　　量：37kg（発券機含む） 
●電源電圧：AC100V±10%（50/60Hz） 
●消費消費電力：165VA（発券機含む）
（MCｰ2525PとHPｰ350の組み合わせでの値）

MC-2525

MC-2525 機種一覧表

●寸　　法：Ｗ142×Ｄ422×Ｈ245 ｍｍ 
●重　　量：７Ｋｇ 
●電源電圧：AC100Ｖ±10％ 
●消費電力：42VA

HP-330
●寸　　法：Ｗ142×Ｄ422×Ｈ245 ｍｍ

（突起物は含まず） 
●重　　量：7.5Ｋｇ 
●電源電圧：AC100Ｖ±10％ 
●消費電力：45VA

HP-350

●寸　　法：W662×D422×H315 mm
　　　　　（発券機含む） 
●重　　量：31kg（発券機含む） 
●電源電圧：AC100V±10%（50/60Hz）
●消費電力：100VA（発券機含む）
(PCｰ3500PJとHPｰ350の組み合わせでの値）

PC-3500

●寸　　法：W520×D352×H810 mm
　　　　　（プリンタ含む）
●重　　量：35kg 
●電源電圧：AC100V±10%（50/60Hz）
●消費電力：60VA

QS-1100

お店のロゴを液晶画面に表示

【特徴】 

●お店のロゴをレシートに印字可能
●レシートに任意のメッセージを印字可能
　（別途、入力用パソコンが必要）
●大容量のダブルホッパーによる高速計数

【特徴】 

●お店のロゴをレシートに印字可能
●レシートに任意のメッセージを印字可能
　（別途、入力用パソコンが必要）
●毎分2万個の高速計数

【特徴】 

●お店のロゴをレシートに印字可能
●レシートに任意のメッセージを印字可能
　（別途、入力用パソコンが必要）
●毎分1.5万個の高速計数

普段は右画面だが、時々左画面の様に稲妻がはしる等のアクション

ICタグによる履歴の管理、
計数スタート制御により
不正の防止に貢献(オプション）

液晶画面に任意のメッセージを表示
（POS：PS-8000で入力）

QS-1100
QS-1100J
QS-1100K
QS-1100JK

発券機
内蔵
内蔵
内蔵
内蔵

会員カード対応
ｰ
ｰ
内蔵
内蔵

返却
ｰ
有り
ｰ
有り

PC-3500X
PC-3500J

PC-3500P

PC-3500PJ

発券機
他社
他社

HP-330
HP-350
HP-330
HP-350

会員カード対応
ｰ
ｰ

HP-350のみ

HP-350のみ

返却
ｰ
有り

ｰ

有り

MC-2525X

MC-2525P

発券機
他社

HP-330
HP-350

会員カード対応
ｰ

HP-350のみ

PC-3500 機種一覧表

QS-1100 機種一覧表



型 番
収 納 数
払出口数
払出方向
払出速度
収納方法

収納枚数

対応景品
表 示
接 続
電 源

消費電力

本体重量
外形寸法

オプション

主な機能

NS-600
6レーン
6 箇所

5 秒以内 /1取引   
カートリッジ方式   
3mm:1200枚（1カートリッジ200枚） 3mm:800枚（1カートリッジ200枚） 
1.5mm:2400枚（1カートリッジ400枚） 1.5mm:1600枚（1カートリッジ400枚） 
3mm、1.5mmの板状景品   
VFD・LED( お店側のみ )   
各社 POSに接続可能 (RS-232/RS-422)   
AC100V±10%   
定格 240W 定格170W 
待機時 70W 待機時 60W 
約 44Kg 約 25Kg 
W652×D480×H500mm W478×D480×H500mm 
・音声
・予備カートリッジ
・お客様用案内表示器 (VF-1)
・カートリッジ誤挿入防止機能
・リトライ機能 (エラー時等の再払い )
・取り忘れ防止機能
・入出庫管理機能
・残数カウント機能 ( 閉店時 )

お店側

NS-400
4レーン
4 箇所

各台取付USB充電器

卓上型景品払出収納機
3㎜/1.5㎜景品 計数機チェッカー

P6 P7

NS-600/400

整理券発行・抽選機

KT-808 Slim

スマホ用各台USB充電器

SC-35FT

ER-99

ER-99

【特徴】 

●メダルも計数可能（オプション）
●簡易プリンタ（オプション）を接続可能

【特徴】 

●ホール向けに49抜きも実現
●画面や券面を自由な画像でカスタマイズ

●複数種類の整理券、抽選券を同時に発行可能
●2台以上で連携した動作も可能

ホールスタッフの負担軽減

準備にかける時間短縮

ワイヤレスで
持ち運びもOK!

●寸　　法：W458mmＸD260mmＸH185 mm
（突起部を除く）　

●重　　量：約5.5Kg　
●電源電圧：AC100V±10%（50/60Hz）　
●消費電力：3W（プリンタ無し、待機時）

番号順、ランダム、
枚数指定
発行可能

ホール様で、賞品
登録、あたり発券等の
趣向を凝らした
抽選発行が可能お客様用案内表示器(VF-1)

業務サポート製品

始業前の点検に、
計数機に乗せて流すだけ
計数機メーカーは問いません
※一部計数機を除く

〈オプション〉

【特徴】 

●3mmの場合、1カートリッジ200枚収納
●1.5mmの場合、1カートリッジ400枚収納

Ｗカートリッジ方式で
スピーディーに景品を一括補充可能

主要メーカーPOS
接続可能

【特徴】 
●間柱設置可能な35ミリ幅
●20～30台同時充電可能

●型　　番：SC-35FT
●形　　状：フランジ付き（ネジ取付）　
●最大出力：5V2A
●外　　形：W35×D70×H22mm

●型　　番：
●最大出力：
●同時充電可能数：
●外　　形：

SP-01-150 SP-01-100
150W  100W
約30台  約20台
W260×D162×H54mm

間柱取り付け可能

画面
7インチ

紙幅2インチ

ER-77

ER-M

ER-33

ER-P

メダル専用


