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この度は、 「新P-SEARCH」 をご利用いただきまして、 誠にありがとう御座います。
「新P-SEARCH」はパチンコホールにおける 「店舗情報」 「企業情報」 「設置台数」 を一元管理した WEB システム
です。 様々な検索項目から、 店舗情報や設置台数の詳細な分析が行なえます。
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１．新P-SEARCHに関して



◆ログインURL
本システムをご利用いただくには、 ブラウザから下記の URL にアクセスする必要があります。
※ブラウザは「Google Chrome」のご利用を推奨しております。
※IE（Internet Explorer）には対応していないのでご注意ください。
https://p-search.jp/

１. ログイン画面
ログイン画面が表示されたらユーザ ID、パスワードを入力して 「ログイン」 ボタンをクリックしてください。
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2．ログインに関して

https://p-search.jp/


◆全国パチンコホールの基本情報、 周辺地図、 最新導入撤去情報、 設置機種一覧を表示します。

1. トップ画面の以下をクリックしてください。

2. 以下の検索画面にて検索条件を入力して対象店舗を検索してください。
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3．店舗検索について



◆検索結果より対象店舗を選択すると、以下の情報を確認する画面へ移動します。

1. 店舗情報
店舗の基本情報、遊技機１台当たりの資産価値データ、リニューアル・グランドオープン情報が表示されます。

2. 地図・周辺情報
対象店舗の周辺で営業する店舗を地図・一覧で表示します。地図の表示範囲は1km・ 3km・ 5km・ 10km圏内
に変更可能です。

3. 最新導入／撤去情報
「直近新台導入情報」「主要機種設置台数一覧」「貸玉別の直近導入・撤去状況」が表示されます。

4. 設置機種／一覧
貸玉別の設置機種の設置台数一覧が表示されます。集計日を変更することにより、集計日時点での設置台数
を確認することが可能です。

5. ジャンル別一覧
各ジャンルに分けた設置台数・構成比率を表示されます。貸玉別の表示変更、集計日の変更が可能です。
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4．店舗検索で表示される情報



◆企業・グループの基本情報、 店舗の分布地図・一覧、 最新導入撤去情報、 設置機種一覧・ジャンル別一覧・
資産価値一覧を表示します。

1. トップ画面の以下をクリックしてください。

2. 以下の検索画面にて検索条件を入力して対象企業・グループを検索してください。
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5．企業・グループ検索について

【企業検索】 【グループ検索】



◆検索結果より対象店舗を選択すると、以下の情報を確認する画面へ移動します。

1. 基本情報
企業：基本情報、企業売上が表示されます。
グループ：グループ名、屋号が表示されます。

2. 店舗一覧・分布地図
企業：企業内経営店舗の分布地図・一覧が表示されます。
グループ：グループ内経営店舗の分布地図・企業別の店舗一覧が表示されます。

3. 最新導入／撤去情報
企業・グループ内の「直近新台導入情報」「主要機種設置台数一覧」「貸玉別の直近導入・撤去状況」が表示
されます。

4. 設置機種／一覧
企業・グループ内の貸玉別の設置機種の設置台数一覧が表示されます。集計日を変更することにより、集計日
時点での設置台数を確認することが可能です。

5. ジャンル別一覧
企業・グループ内の各ジャンルに分けた設置台数・構成比率を表示されます。貸玉別の表示変更、集計日の
変更が可能です。

6. 資産価値／一覧
企業・グループ内の1台当たりの遊技機資産価値の金額が表示されます。
「1台当たりの遊技機資産価値」は中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計
設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものになります。
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6．企業・グループ検索で表示される情報



◆機種の基本情報 （最多台数、 最多店舗数）、 直近12週分の設置台数推移を表示します。

1. トップ画面の以下をクリックしてください。

2. 以下の検索画面にて検索条件を入力して対象店舗を検索してください。
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7．機種検索について



◆検索結果より対象機種を選択すると、以下の情報を確認する画面へ移動します。

1. 機種情報
対象機種の基本的な情報が表示されます。

2. 遊技機集計情報
対象機種の当該週から11週前までの台数推移及び都道府県別の台数・設置店舗数が表示されます。
都道府県別の情報は貸玉・集計日を変更することが可能です。

3. 設置店舗一覧
対象機種の設置店舗の一覧が表示されます。エリアや企業・グループを変更して表示することが可能です。
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8．機種検索で表示される情報
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マイページ機能について



◆マイページ機能とは、ご自身でよく閲覧される複数の店舗や企業を１つのグループとして事前に設定できる機能
です。マイページ機能にて設定したグループは「集計検索」において選択することができます。
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9．マイページ機能とは



1. トップ画面の以下をクリックしてください。

2. 以下の画面が表示されます。
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9．マイページ機能使用方法

こちらのボタンを
クリックします。



3. 以下の検索条件を入力し、検索すると対象となる店舗が表示されます。表示された店舗の中から分析の中心とし
たい店舗を1店舗だけチェックします。
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9．マイページ機能使用方法（店舗リスト新規設定） ①

条件を入力し「検索す
る」ボタンをクリックす
ると対象の店舗が下に
表示されます。

表示された店舗の中か
ら１店舗（自店がおす
すめ）を選択します。

任意のリスト名を入力
し、「チェックした１店舗
を登録する」ボタンをク
リックします。



3. 続いて先に選択した店舗と一緒にデータを表示したい店舗を設定します。通常は競合店舗を設定することがおす
すめです。
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9．マイページ機能使用方法（店舗リスト新規設定） ②

「その他の店舗を登録
する」をクリックします。

設定した自店・中心店
舗は変更することはで
きません。変更する場
合は再度最初から登
録を行って下さい。



4. 検索条件で対象店舗を表示し、設定したい店舗を選択します。複数の店舗を選択することが可能です。
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9．マイページ機能使用方法（店舗リスト新規設定） ③

検索すると、以下のよ
うに対象の店舗が表示
されます。

設定したい店舗を複数
選択し、「チェックした
店舗を登録する」ボタ
ンをクリックします。



5. 選択した店舗が表示されるので、終了する場合は「登録を終了する」ボタンをクリックすると登録作業が終了しま
す。異なる条件の店舗を追加する場合は、「その他の店舗を登録する」ボタンをクリックし、再度検索画面から対象
店舗を追加登録します。
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9．マイページ機能使用方法（店舗リスト新規設定） ④

登録を終了する場合は
このボタンをクリックし
ます。

上記以外の店舗を追
加登録する場合は、こ
のボタンをクリックし、
検索から再度行います。

必要のない店舗は削
除することも可能です。



6. 登録したリストを修正する場合は、「登録した店舗リストを修正する」ボタンをクリックしてください。但し自店・中心
店舗の変更はできませんので、自店・中心店舗を変える場合は再度新規登録し直してください。
企業リスト・グループリストを設定する場合も同様となります。

16

9．マイページ機能使用方法（店舗リスト新規設定） ⑤
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集計検索について



◆集計検索内にはマイページ機能にて設定したリストを使用する集計が複数あります。リスト設定した店舗や企業
単位で各データを表示・ダウンロードすることができます。（一部リストを使用しない集計もあります）
また分析で使用する機種に関しても、店舗・企業同様事前にグループ化することができます。

1. トップ画面の以下をクリックしてください。

2. 事前に集計した機種をグループ化します。
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10-1．集計検索機能とは・機種グループ設定 ①

こちらのボタンをクリッ
クすると、複数の機種
をグループ化するペー
ジへと移動します。



3. 以下、「新規登録へ」ボタンをクリックして、対象機種検索画面へ移動し、機種を選択していきます。
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10-2．機種グループ設定 ②

検索すると、以下のよ
うに対象の機種が表示
されます。

設定したい機種を複数
選択し、グループ名を
入力後「チェックした店
舗を登録する」ボタン
をクリックします。



4. 表示された機種で問題なければ「登録を終了する」ボタンをクリックすると、登録が終了します。機種を追加したい
場合は「機種を登録する」ボタンをクリックして、再度検索から登録を行ってください。
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10-2．機種グループ設定 ④

「削除」ボタンをクリック
すると削除できます。



◆ 以下のものが集計できる種類になります。
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10-3．各集計メニュー



◆ 機種グループで設定した機種や新台等、都道府県別の設置台数・店舗数を表示することができます。
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10-3．各集計 都道府県別集計

登録した機種グルー
プを選択することがで
きます。直近100機種
や新台も基本項目と
して選択が可能となっ
ております。
（「全機種」は集計に
時間がかかることご
了承ください）

設置台数・店舗数及び
店舗平均が表示されま
す。

右端には対象機種の設
置台数合計・総台数・対
象機種の設置比率・店舗
数合計・総店舗数・設置
店舗比率が表示されま
す。

登録されているデータ
の日付を選択して集計
することができます。



◆ 機種グループで設定した機種や新台等の設置最多台数及び店舗数を表示することができます。
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10-3．各集計 最多台数・店舗数

最多台数及び店舗数と
それを記録した日付を表
示されます。

登録した機種グルー
プを選択することがで
きます。「左記発売日
の機種」を選択した場
合は、左の発売日を
範囲指定することで
発売日範囲内の機種
で集計することができ
ます。



◆ 機種の設置台数ランキングを表示することができます。集計対象とするエリアを選択することが可能です。
※ダウンロードされるデータには、表示されている項目以外に以下の情報が付与されております。
（型式名・検定日（東京）・検定番号・発売日・大当り確率（機種タイプ）・中古機価格・機種ランク）
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10-3．各集計 機種ランキング

集計時点での設置台数・
設置店舗数が表示されま
す。

貸玉・集計日付を選択
することが可能です。

事前に集計をする対象
エリアを選択すること
ができます。



◆ 各機種が発売されて4週間が経過した後の設置台数を表示することができます。
なお2016年以降に販売された機種が、データ表示対象となっております。
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10-3．各集計 店舗集計・新台

登録した店舗リストを
選択して集計できます。

「左記発売日の機種」
を選択した場合は、
左の発売日を範囲指
定することで範囲内
に発売された機種で
集計することができま
す。また直近4週間で
発売された新台も選
択肢にございます。

各機種の設置台数の
合計が店舗の設置台
数の75％未満の場合
は、こちらに●がつい
ております。

対象機種・導入店舗の
設置台数平均及び、
自店・中心店舗と平均
の差分が表示されま
す。

画面に入りきれない
データはスクロール
バーを動かし表示して
ください。



◆ 集計日単位での対象店舗における指定機種の設置台数を表示することができます。
機種に関しては、100機種までの表示となっております。その為発売日で期間指定したものが100機種を超える
場合は新しいものから100機種までが表示されます。
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10-3．各集計 店舗集計・既存台

登録した店舗リストを
選択して集計できます。

登録した機種グルー
プを選択することがで
きます。最初は「設置
台数上位20機種」が
表示されます。
「左記発売日の機種」
を選択した場合は、
左の発売日を範囲指
定することで範囲内
に発売された機種で
集計することができま
す。

各機種の設置台数の
合計が店舗の設置台
数の75％未満の場合
は、こちらに●がつい
ております。

導入店舗内での設置
台数平均及び、自店・
中心店舗と平均の差
分が表示されます。

設置台数を確認したい
週を選択することがで
きます。

設置台数及び設置台
数比率が表示されます。



◆ 店舗グループにて設定した対象店舗内に設置されていない機種を表示することができます。
※3年以内の機種が対象となります。
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10-3．各集計 店舗集計・希少台

登録した店舗リストを
選択して集計できます。

緑色で塗り潰された機
種は自店・中心店舗に
過去に設置されたこと
がある機種になります。

右端には自店・中心
店舗のある都道府県
及び全国の平均設置
台数、マルハン（通
常）、ダイナム（低貸）
の平均設置台数、自
店・中心店舗のある
都道府県及び全国の
総台数が表示されま
す。



◆ 各機種が発売されて4週間が経過した後の企業別の設置台数を表示することができます。
なお2016年以降に販売された機種が、データ表示対象となっております。
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10-3．各集計 企業集計・新台

登録した企業リストを
選択して集計できます。

「左記発売日の機種」
を選択した場合は、
左の発売日を範囲指
定することで範囲内
に発売された機種で
集計することができま
す。また直近4週間で
発売された新台も選
択肢にございます。

上段は1企業当たりの
設置台数、下段は経
営店舗1店舗当たりの
設置台数となります。選択企業1店舗当たり

の設置台数平均及び
中心企業との1店舗当
たりの平均の差分が
表示されます。



◆ 各機種が発売されて4週間が経過した後のグループ別の設置台数を表示することができます。
なお2016年以降に販売された機種が、データ表示対象となっております。
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10-3．各集計 グループ集計・新台

登録したグループリスト
を選択して集計できま
す。

「左記発売日の機種」
を選択した場合は、
左の発売日を範囲指
定することで範囲内
に発売された機種で
集計することができま
す。また直近4週間で
発売された新台も選
択肢にございます。

上段は1グループ当た
りの設置台数、下段は
経営店舗1店舗当たり
の設置台数となります。選択グループ1店舗当

たりの設置台数平均
及び中心企業との1店
舗当たりの平均の差
分が表示されます。



◆ 集計日単位での対象グループにおける指定機種の設置台数を表示することができます。
機種に関しては、100機種までの表示となっております。その為発売日で期間指定したものが100機種を超える
場合は新しいものから100機種までが表示されます。
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10-3．各集計 グループ集計・既存台

登録したグループリス
トを選択して集計でき
ます。

登録した機種グルー
プを選択することがで
きます。最初は「設置
台数上位20機種」が
表示されます。
「左記発売日の機種」
を選択した場合は、
左の発売日を範囲指
定することで範囲内
に発売された機種で
集計することができま
す。

選択グループ1店舗当
たりの設置台数平均
及び中心企業との1店
舗当たりの平均の差
分が表示されます。

設置台数を確認したい
週を選択することがで
きます。

設置台数及びパチンコ・スロット
別での設置台数比率が表示され
ます。上段は対象グループ当た
りの設置台数、下段は経営店舗
1店舗当たりの設置台数となりま
す。



◆ 新台入替ランク

<前提>
直近半年間の新台導入状況を、導入台数・導入機種数・回転率・最多台数の4項目で評価を行い、この結果を元に総合評価を実施する。

＜新台の定義＞
導入台数 ： 直近半年間で発売された新台のうち、新台算出期間内で導入した台数
導入機種数 ： 直近半年間で発売された新台のうち、新台算出期間内で導入した機種数
回転率 ： 導入台数 ÷ 設置台数（半年間の設置台数）
最多台数 ： 直近半年間で発売された新台のうち、新台算出期間内で1機種にまとめ買いした台数
総合 ： 上記4項目の全国順位を足し、その順位付けを行って算出

＜評価基準＞
Ｓ ： 1～500位
Ａ ： 501位～1,000位
Ｂ ： 1,001位～2,500位
Ｃ ： 2,501位～5,000位
Ｄ ： 5,001位～
Ｅ ： 期間内で新台購入実績なし
空欄 ： データ無し、パチンコ専門店

＜例外事項＞
台数不明店舗に関して
期間内に新台として導入した店舗のうち、85%以上台数が記入されていなければ、導入機種数以外の3項目に
ついては不明瞭データとして算出しない。
同時にこのような扱いの店舗の総合評価に関しては、導入機種数の評価をそのままスライドさせる。
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11．各種ランキングについて



◆ 機種ランク

Ⅰ.導入状況、増減状況、中古状況を元に、店舗における機種の人気度・貢献度を指標化したもの

Ⅱ．集計方法（項目別）
※通常貸玉のデータを使用する

Ⅱ-1導入状況について
ⅰ項目
・営業日数：発売日は東京都基準
・残存率：集計週の設置台数÷発売以来最多設置台数
・設置台数：総設置台数30台未満は切り捨て
・設置店舗数：総設置台数30台未満は切り捨て
・最多台数：集計週における1店舗あたりの最大設置台数

総設置台数30未満は切り捨て

ⅱ集計方法説明
▼各項目を偏差値化していく
①.営業日数
集計週時点（月曜基準）の営業日数を偏差値化したもの
他の項目と異なり、古い機種の項目が無条件に高くなるため、偏差値をそのまま使用するのではなく、1/4化して使用
②.残存率
集計週時点の残存率を偏差値化したもの
③.設置台数
集計週を起点に4週分の週ごとにおける設置台数を偏差値化したものの平均値を算出
④.設置店舗数
集計週を起点に4週分の週ごとにおける設置店舗数を偏差値化したものの平均値を算出
⑤.最多台数
集計週を起点に4週分の週ごとにおける最多台数を偏差値化したものの平均値を算出
⑥.①～⑤の合計値を算出し、その二乗値を導入項目の値として算出
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Ⅱ-2増減状況について
ⅰ前提
・新台と既存に分類する
→増減を全ての機種で同等に扱うと、新台の評価値が高くなりすぎるため
①新台
発売日（東京都基準）から65日以内のもの
②既存
上記に該当しない機種
▼集計方法に関しては、新台・既存ともに同様
※集計期間に関しては、
①新台：集計週から8週分の前週差異
②既存：集計週から4週分の前週差異

ⅱ項目
・営業日数：発売日は東京都基準
・残存率：集計週の設置台数÷発売以来最多設置台数
・台数増減：集計前週設置台数－集計週設置台数
・店舗数増減：集計前週店舗台数－集計週設置店舗数
・台数増減率：集計週設置台数÷集計前週設置台数
・店舗数増減率：集計週設置店舗数÷集計前週設置店舗数

ⅲ集計方法説明
※導入初週は全て増加分とする
①.日数・残存率
Ⅱ-1導入における算出方法と同様
②.台数増減
集計週から4週分（新台は8週分）の設置台数前週差異を偏差値化したものの平均値を算出
③.店舗数増減
集計週から4週分（新台は8週分）の設置店舗数前週差異を偏差値化したものの平均値を算出
④.台数増減率
集計週から4週分（新台は8週分）の設置台数比率前週差異を偏差値化したものの平均値を算出
⑤.店舗数増減率
集計週から4週分（新台は8週分）の設置店舗数比率前週差異を偏差値化したものの平均値を算出
⑥.②～⑤の合計値の3/4と、①の合計値を算出し、その二乗値を増減項目の値として算出
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Ⅱ-3中古状況について
ⅰ項目
・営業日数：発売日は東京都基準
・残存率：集計週の設置台数÷発売以来最多設置台数
・中古価格：集計週の中古取引額（中心価格）
・中古価格増減：集計週の中古価格－集計前週の中古価格
・中古価格増減率：集計週の中古価格÷集計前週の中古価格

ⅱ集計方法説明
①.日数・残存率
Ⅱ-1導入における算出方法と同様
②.中古価格
集計週から4週分の中古価格を偏差値化したものの平均値を算出
③中古価格増減
集計週から4週分の中古価格増減を偏差値化したものの平均値を算出
④中古価格増減率
集計週から4週分の中古価格増減率を偏差値化したものの平均値を算出
⑤.②～④の合計値の4/5と、①の合計値を算出し、その二乗値を増減項目の値として算出

Ⅲ．集計方法（全体）
・Ⅱ-1導入、Ⅱ-2増減、Ⅱ-3中古で算出された値の平均値を集計週の機種評価値とする
※1.上記3項目のうち集計項目が2項目の場合、集計値の平均値×0.8を機種評価値とする
※2.上記3項目のうち集計項目が1項目の場合、集計値の平均値×0.67を機種評価値とする

この機種評価値を偏差値化し
Ｓ：偏差値70以上
Ａ：偏差値60以上
Ｂ+：偏差値57.5以上
Ｂ-：偏差値55以上
Ｃ+：偏差値52.5以上
Ｃ-：偏差値50以上
Ｄ：偏差値40以上
Ｅ：上記以外
のランクを付与する
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◆ 稼働ランク

弊社が独自に調査した稼働率をランク化したもの。ランクの区分けは以下の通り。

＜評価基準＞
金メダル ： 稼働率 40.0%以上
銀メダル ： 稼働率 32.5%以上 40.0%未満
銅メダル ： 稼働率 25.0%以上 32.5%未満
空欄 ： 上記以下及び未調査
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