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設定
お客様に

よる操作
整理券発行



point

１

明 抽選数分を 般的な プ ケ シ を使 抽選券を作成明日の抽選数分を一般的なアプリケーションを使って抽選券を作成、
印刷、カット、折りたたんでようやく完成・・・。フォーチュン・ナンバーズ
なら前日の事前作業は一切不要！
延々と続く大変な作業から解放されます！



point

２

予想より多くのお客様が来られて、あわてて抽選券を
増やしたことはありませんか？
万一抽選券が足りないと、大変なトラブルになります。
フォーチュン・ナンバーズなら、抽選券の発行番号変ォ ナ な 、抽選券 発行番号変
更がわずか数秒で完了しますので抽選開始直前に
発行枚数を決定することができます！



point

３

※抽選番号設定のみの場合は1分！

（300人の場合、20分強、2台利用の場合、10分！）

※ボタン操作から抽選券発行までは約1秒！



point

４

フォ チュン・ナンバ ズを導入すると 抽選にかかるコストを削減することができます！フォーチュン・ナンバーズを導入すると、抽選にかかるコストを削減することができます！

☆人件費との比較 ◇人件費（抽選券作成・配布）
・2時間かかっている場合
月額４３ ４００円（2時間×時間単価700円×31日）月額４３,４００円（2時間×時間単価700円×31日）
・1時間かかっている場合
月額２１,７００円（1時間×時間単価700円×31日）

◆フォ チ ン ナンバ ズコンプリ トパック◆フォーチュン・ナンバーズコンプリートパック
348,000円（キャンペーン価格）を5年で償却した場合の月額コスト5,800円。感熱紙代
月額代約1, 500円 （1日あたり100枚、月計3100枚の場合）を加えた月の経費7,300円。
オペレーションと抽選にかかる人件費（1日20分、月7,233円）を加えても月額コストは
14 533円！14,533円！

在 時 合 導 す 単純計算驚き！ 現在2時間かかっている場合、導入すると単純計算で
月額28,867円、年額346,404円、5年間で考えると、
なんと1,732,020円もの経費削減になります！

驚き！



point

５

2枚取りや人為的ミスを防止します。
抽選が見えるのでお客様へ透明性をアピールできます。



point

６

お客様とのコミュニケーションの機会を提供します。



point

占 「 キ など 食堂 を 定

７

占いコンテンツで「ラッキーアイテム」などに食堂のメニューを設定
すると、設定したアイテムの売り上げが期待できます。



point

８

発行したデータは統計データとしてご活用頂けます。
日別、曜日別、月別に、来客者数を管理できます。
データはCSV形式で出力できますので、EXCELなど
で自由に加工して頂くことができます。



point

９

背景画像とBGMをそれぞれ15種類ずつインストール済み！
お店オリジナルの画像や音声を設定することも可能ですお店オリジナルの画像や音声を設定することも可能です。



point

運用方法にあわせて発行方法を選ぶことができます。

１０

設定した番号の範囲から自動で番号を割り当てます設定した番号の範囲から自動で番号を割り当てます。

設定番号
001 300

007

172
ランダムに番号を
発生させて発行

001～300
246

111111

093



point

１０

早くから並んだお客様に
悪い番号が当たると

お客様に不快な思いを

確率を調整して発券することができます。

早くから並んだお客様に若い番号を割り当てる場合など

お客様に不快な思いを
させるだけでなく不要な
トラブルが起こることが

あります。これらを未然に
防ぐことができます。

■20枚発行するまでの番号が100番以内にすると設定した場合

001 100の中の番号

早くから並んだお客様に若い番号を割り当てる場合など

001 300 中 番号

設定番号
001～300

発行枚数
0 10 20 290 300

001～100の中の番号 001～300の中の番号

若い番号が残るのを防ぐ場合

■余裕をみて350枚発行（実質300枚）と設定した場合

300枚発行するまでに001～100が出る確率100%
101～350
の中の番号

発行枚数

0 100 200 300 350



point

１０

操作した順に番号を出力します。

001

設定番号
001 300

002

003001～300 003

005

006



point

１０

指定した番号をコントローラ操作なしで一括印刷します。

設定番号
500 700

500 501 502 699 700
・・・・・500～700



point

１１

開店時間やイベント案内、新台案内、店休日案内、併設店の案内などを
お客様へお伝えすることができます。お客様 お伝えすることができます。



point

１２

今日の運勢、ラッキーアイテムなど。内容は自由に変更できます。

大
吉大吉 今日は絶好調！（^ ^）／

３がつく台

吉大吉 今日は絶好調！（ . ）／

３がつく台

コーヒー



point

１３

当たり番号を設定することができます。
当選番号を使うと、抽選をたのしく盛り上げることができます。当選番号を使うと、抽選をたのしく盛り上げることができます。

当選番号が出ると、効果音効果音 とともに

大
当

当選番号が出ると、効果音効果音 とともに

大当りの文字大当りの文字 が表示され、

抽選券に設定された文字列を印刷文字列を印刷 します。

当
り

若い番号が出た時の抽選効果に

新台の遊戯権利抽選に

り

アイディア次第で販促にご活用頂けます。



point

１４

QRコードを印刷し、お店のサイトへ誘導。効果的なPRが行えます。

お店のウェブサイトへ！

新台・イベント情報／メール会員登録など新台・イベント情報／メール会員登録など



point

１５

直観的な操作が可能なインター
フェイスと、複数台運用の場合
でもネットワークの知識を必要と
しない簡単操作を実現しましたしない簡単操作を実現しました。



point

番号が重複すると大変！フォーチュン・ナンバーズは発行した番号を

１６

番号が重複すると大変！フォ チュン ナンバ ズは発行した番号を
管理しますので、不意の電源切れなど、“もしも”の時にも続きから
抽選を再開することができます。また、故障した端末のデータを継承
することも可能です。することも可能です。

※データが消失した場合はこの限りではありません



point

スロットマシンのように１つづつ数字を止めることができます。

１７

お客様が楽しまれること間違いなし！

標準コントローラ 3ボタンコントローラ
（オプション）

同じボタンを3回プッシュ！
1回ごとに数字を1つ確定します。
止める順序は選択ができます

まさにスロット！
好きな場所から止める

ことができます止める順序は選択ができます。 ことができます。



point

単体 も 複数台 応

１８

単体運用はもちろん、複数台でのマルチ運用に対応！
たくさんのお客様が来られるイベント時にも余裕で対応します。

※ 写真は3台運用の場合。標準で最大5台までの運用が可能です。



カレンダー

他の日の券と区別するため、自動的に
発行日を印字します。

店名

店名、ロゴなどを入れることができます。

メッセージ

開店時間 店休日 イベント 新台など開店時間、店休日、イベント、新台など、
お客様に対するメッセージを入れること
ができます。

抽選番号

コントローラ操作で確定した番号を印字
します 番号 両端 は偽造防止します。番号の両端には偽造防止の
マークを印字できます。



お楽しみコンテンツお楽しみ ンテンツ

占いなどのお楽しみのコンテンツを
印字します。内容は自由に変更が
できます QRコードなどの画像を

当選メッセージ

できます。QRコードなどの画像を
入れることも可能です。

当選メッセージ

当選機能を使用している場合で、
当り番号にだけ印字されます。
内容は自由に変更ができます

固定文章

内容は自由に変更ができます。

注意事項などの固定文章を印字します。

※ 印刷レイアウトは変更することができます。



point

操作 「 「 ずれ を 表 ます

１９

コントローラ操作により、「当たり」、「はずれ」を画面に表示します。
当たりの場合のみ、「当たり券」を印刷します。
新台抽選などにお使い頂けます。

※ カラー用紙印事例



point

印刷レイアウトを自由に変更し、様々な用途にご利用頂けます。

20

一度作成したデータはテンプレートとして保存することができま
すので、いつでも呼び出すことが可能です。

＜印事例＞

新台抽選で当選した方にお渡
しする遊戯券です。

連 管 が容

チケット状態で高速印刷します
ので作成時間を大幅短縮！

連 管 が容

ミニPOPとしてご活用頂けます。

各種お知らせなどを高速印刷します。
店前 技 確 告連番付きですから管理が容易

にできます。
連番付きですから管理が容易
にできます。

開店前遊技台へ置くことで確実な告知
が可能になります。

※ 印刷自体はモノクロです。

※ DTP感覚でご利用頂けます。アイディア次第で様々な印刷が可能です。



抽選にかかる作業が大変楽になった。

コストが軽減された。（外注人件費より安い！）

2枚取りの心配がなくなり、接客に専念できるようになった。

お客様とのコミュニケーションに貢献している。

お客様、店側ともに楽しんで抽選ができるようになった。



すぐに使える
オールインパック！オ ルインパック！

ノートパソコンノ トパソコン
（システムインストール済）

高速プリンタ
専用コントローラ
ワゴン

スピーカー（期間限定サービス中）

※外付けディスプレイや液晶一体型PCなどご希望に合わせてカスタマイズも可能です。
（別料金）



3ボタンコントロ ラ

3択方式のコントローラとして使えます。お客様に自分が選んでいるとい

う安心感を与えることができます。また、ボタン動作を個別モードに設定

3ボタンコントローラ

う安心感を与 る きます。ま 、ボタン動作を個別 設定
することで、スロットマシンのように好きな場所から1個ずつ数字を止める
ことができます。


